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ICTを活用した家庭・コミュニティ・医療機関をつなぐセルフヘルスケアプラット
フォーム (図1) を構築し、個人の健康状態をリアルタイムで把握でき、個人に最
適な食・運動を提供するとともに、疾患の予防・治療につながる行動変容へと導き、
患者のQOL・予後改善に貢献する。

拠点名 『食と健康の達人』拠点 中核機関 北海道大学

セルフヘルスケアプラットフォーム
担当機関 北海道大学、（株）日立製作所

ICTセルフケアサポートシステムのプロトタイプを構築した後、タブレット端末版セ
ルフケアアプリ「みまもり帖」(図2) を開発し、道内の3病院で臨床試験 (パイロッ
ト試験) を実施した (図3)。本試験にて「みまもり帖」が心不全患者のセルフケア
行動変容を促すことが確認され、その成果を日本循環器学会で発表した。またス
マホ版「みまもり帖」 (図4) を開発し、今後臨床試験を予定している。

医療現場では記録手帳が利用されているが、保有できる情報量が少なく、自動
的にグラフ化する機能もない。「みまもり帖」は、これらの欠点を克服しセルフケアで
得られたさまざまな情報を効率よくグラフ化し、視覚に訴えてセルフケアを強化でき
るシステムとなっている。また、独自のアルゴリズムにより病状悪化を自動的に感知
し、かかりつけ医へ早期受診を促すアラートシステムを搭載している。

・タブレット端末版心不全患者向けセルフケアアプリ「みまもり帖」を開発し、臨床
試験を実施し、その成果を学会発表した

・スマートフォン版心不全患者向けセルフケアアプリ「みまもり帖」を開発した

・ICTを活用したセルフヘルスケアプラットフォームの構築により患者のQOL・予後
が改善すれば、健康寿命の延伸につながる

・ICTを活用したセルフヘルスケアプラットフォームの構築により臨時受診や入院率
を減らすことができれば、医療者の負担を軽減するのみならず、医療費の軽減に
も貢献することが期待される

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

図1.セルフヘルスケアプラットフォーム

図2.タブレット端末版「みまもり帖」

図3.診察の風景 (臨床試験)

図4.スマホ版「みまもり帖」

拠点名 『食と健康の達人』拠点 中核機関 北海道大学

腸内環境の解明から健康ものさしの創生と検証
担当機関 北海道大学、 森永乳業（株）

自然免疫の作用因子であるαディフェンシンが腸内細菌叢をコントロールし、腸
内環境を規定するという新しいエビデンスに基づいて、これまでになかった健康をは
かる画期的な評価技術基盤を確立した。また、従来技術にはなかった食による腸
内環境改善効果の評価を可能にする、αディフェンシン測定系を活用した独創的
な技術創生に至った。

・食と健康に関わる健康ものさしとして腸内環境を制御する自然免疫を評価
・疾病と腸内環境との因果関係を解明し、疾病予防への道を開拓
・医食同源を科学することで、コミュニティにおける個人の健康維持を実現可能

・科学的エビデンスに基づいた健康ものさし（αディフェンシンと腸内細菌）による
腸内環境評価で、生活習慣病をはじめとする多くの疾病の予防に貢献できる

・健康ものさしで個人の健康を評価、予測することによって、食による健康維持を
実現できる

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト
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×
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Actinobacteria
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αディフェンシン定量

確立から標準化まで

腸内細菌叢解析

健康ものさし創生

αディフェンシン

腸内環境を食と腸内細菌と腸管自然免疫の三者から理解し、腸内環境の健康
ものさしを創生し、活用することで、自分の健康状態をコミュニティや家庭で知り、
セルフヘルスケアを実践して国民の健康長寿に貢献する。

腸内環境を規定するαディフェンシン測定系を世界で初めて確立し、高脂肪食に
よる肥満や炎症性腸疾患などの疾病モデルにおいてαディフェンシン分泌量が低下
し、腸内細菌叢の異常が生じることを明らかにした。さらに、食成分（たんぱく質
や脂質）が腸内環境全体に与える影響を評価するシステムを構築した。
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拠点名 『食と健康の達人』拠点 中核機関 北海道大学

子供・女性・高齢者 あらゆる世代の健康度を改善する運動と食プログラムの開発
担当機関 筑波大学 生命環境系 / 北アフリカ研究センター / 体育系 / 医学医療系 / 国際統合睡眠医科学研究機構、協和発酵バイオ㈱、

日本製粉㈱、富士フイルム㈱、㈱生体分子計測研究所、㈱タニタ、㈱ルネサンス、JA茨城県厚生連

子供・女性・高齢者のあらゆる世代が自身の健康に関心を持ち、運動と食とい
う身近なものを活用して健康改善を達成できる社会を目指す。

目指すべき将来の姿との関係

基盤形成として、簡便に運動機能を測定できる分析装置zaRitz、食品としては
マスリンゼリー、アミノスタイルが開発され、市販化されている。
筑波大学および、参画企業が独自開発した運動プログラムと食とを組合わせ、

主に高齢者を対象にヒト介入試験を行ってきた。サルコぺニア傾向の高齢者の筋
力・筋量の向上や、高齢者の関節痛緩和が確認された。

成果の概要

運動や食による個々の健康改善はこれまでも行われてきたが、それらを組み合わ
せたことが大きな特徴である。筑波大学の体育系は大規模なヒト介入試験のノウ
ハウを保有し、医学医療系では大規模な健常者のデータベースを保有している。
運動・食を専門とする各企業が参画することで、運動と食をテーマとしたヒト試験

から商品開発までを行い、健康コミュニティでの展開や社会実装につなげる。

従来技術・競合技術との比較

・ 運動と食を組み合わせる高いオリジナリティによる健康達人の創出
・ 健常者、高齢者、低体力者、アスリート等の多様性なヒトレベルにおける科学

的エヴィデンスの獲得とその体制の確立

成果の特徴

・ 多様なヒト介入試験の拠点化とあらゆる企業の参画
・ 大規模な健常者のデータベース活用によるヒト介入試験との大規模比較検証
・ 運動と食、今後は睡眠も取り入れた、大学の高いエヴィデンスの付加

社会的インパクト／経済的インパクト

社会的インパクト

成果の概要

市販化された
成果物

国民の健康寿命を延長するために、漢方医学の概念である未病の段階で健康
管理が可能となるシステムを確立する。具体的には漢方ドックや漢方ヘルスアドバ
イザーの開発・普及と、高品質で安全性の高い日本産の生薬生産を支援するた
め、生薬の品質保証体制の確立に取り組む。

拠点名 『食と健康の達人』拠点 中核機関 北海道大学

安全高品質な漢方ICT医療を用いた未病制御システムの研究開発
担当機関 北里大学、富士通株式会社、大峰堂薬品工業株式会社、株式会社ウチダ和漢薬、公益社団法人東京生薬協会、国立研究開発法人医薬

基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研究センター、国立医薬品食品衛生研究所

漢方ドックや漢方ヘルスアドバイザーの開発・普及のために、漢方診断ロジックを
形式知化することを目的とした6大学臨床データ集積研究に着手した。また、漢
方診察を客観化することを目的とした腹診、舌診、脈診センサー開発と、そのプロ
トタイプ作成を行った。生薬品質保証体制を確立するために、NMRメタボローム
解析を用いた生薬品質評価システムの開発を行い、その有用性を確認した。

従来漢方の未病診断は五感に頼る漢方診察と、暗黙知に頼りがちな診断ロジッ
クでなされ、生薬品質評価は五感や一部の有効成分指標に頼ってきた。今回の
取り組みにより漢方診察、漢方診断ロジックが客観化、形式知化され、一般国民
や漢方の知識に乏しい医師でも漢方の未病診断を容易に行える様になる。また
品質評価方法が客観化され、生薬栽培を行いやすい環境が整う。

・従来漢方の本質とされてきた、主観、暗黙知といった側面にチャレンジしている
・医療現場、栽培現場で採取されたデータを重視している
・国内の漢方主要研究機関が研究の中心メンバーとなっている

・一般国民レベル、医師レベルのいずれにおいても簡単に未病診断を行えるシステムで
り、社会への普及が容易である

・医療保険を含めて国費に頼らないセルフヘルスケアシステムを確立するものである
・国内の生薬栽培気運が高まっている現況をさらに後押しするものであり、農業振興
にも資する

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト
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本拠点では「高齢者の健康寿命延伸」の実現を目指している。そのために重要な
食事について、レシピコンテストを通して「健康によい食事とは何か」を考える機会
を与えるとともに、健康によい食事の普及に貢献できる。

拠点名 真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」創造拠点 中核機関 弘前大学

「３ダウンレシピコンテスト」優秀レシピから惣菜４品の商品化・販売開始
担当機関 楽天（株）、イオンリテール（株）、（株）栄研、弘前大学

ＣＯＩプロジェクトの取り組みの一環として、「弘前大学」と「楽天レシピ」が企画・
推進した「３ダウンレシピコンテスト」で選ばれた優秀レシピの中から惣菜４品を商
品化し、青森県内の「イオン」「マックスバリュ」「イオンスーパーセンター」合計30店
舗にて、平成28年11月11日から販売を開始した。

本レシピコンテストは、高血圧予防を目的に油・砂糖を減らすことで塩味を感じや
すくし、自然に食塩を減らすことができるレシピを募集することで、食事による高血
圧予防の意識を高めてもらい、さらに優秀レシピを本としてまとめ、販売することに
より、高血圧予防レシピの普及にまで努めていることに特徴がある。

・募集するレシピテーマを毎月変えながら8ヶ月の長期にわたり実施した。
（全国から応募総数1600品以上）
・高血圧予防３ダウンレシピプロジェクトとして展開し、レシピを蓄積した。
・青森県内での試食・啓蒙イベントを開催した。
・高血圧予防のための啓蒙サイトを開設した。

・食の専門家やメディアとのリレーションを図り、健康啓発活動を全国展開した。
・毎月10万人以上の人がレシピを閲覧、51.3％の利用者が「高血圧療法への
関心が高まった」と回答した。
・優秀レシピは「高血圧予防のためのレシピ本」として平成29年に出版予定である。
・企業間連携による商品化（イオンリテール；総菜、栄研；弁当のおかず）。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

青森県の「短命県返上」の取組の一環として、冬期間の運動不足回避のため、
「雪が降っても安心で快適」なショッピングモールを活用した健康イベントを実施し、
運動の習慣化を図ることで、健康寿命延伸の実現に貢献する。

拠点名 真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」創造拠点 中核機関 弘前大学

イオンモールにおける「イオン健康ポイント」を活用した運動の習慣化と健康データの可視化
担当機関 イオンリテール（株）、イオンモール（株）イオン（株）、弘前大学

生活習慣病の予防のために「運動の習慣化のための仕組み作り」（健康ポイント
プログラム）を実施した。冬場にイオンモール内を歩いて、タッチポイントに
WAONカードをタッチすることで、WAONポイントを獲得することができる。この
取組みを「モールウォーキング」と称し、地域住民の健康増進効果を検証した。

青森県などの雪国の場合、冬場に外に出て運動することが困難であり、必然的に
運動量が低下してしまうという問題点があった。そこで、全天候型でバリアフリーで
あることから、地域住民がいつでも安心してウォーキングできる環境にある大型
ショッピングモールの利点を活かし、冬場に住民が「運動を習慣化する」実証試験
を行った。

・血圧や体組成、骨密度などの「健康測定会」を行い、モールウォーキングによる
健康増進の効果を検証した。
・歩いた歩数や得た健康ポイントをWeb上で確認できる健康データの可視化サー
ビスを行った。

・本取組は、健康ポイントデータ（頻度、時間、タッチ回数、ルート、距離など）の
解析を進める本格的な研究へと発展した。
・WAONカードのPOSデータと組み合わせて、来店者の健康志向・消費行動の
変化を分析できた。
・青森県内の店舗だけではなく、全国規模でのモールウォーキングの普及を計画し
ている。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

①ショッピングモールが “定期的に健康チェック・健康管理する場”
■健康測定会に338名参加
■70％（21人/30人）が２回以上参加し変化・改善を確認。
■体調はタッチ数が多いほど改善を確認。

②ショッピングモールが“健康のために集う場”、“情報交換の場”
■モールウォーキングレッスン 264名参加
■75.5％（延702人/929人）が継続参加者。
■口コミ率31％（22人/72人）で“仲間ができた”“楽しい”
“継続してほしい”など高い満足度。

③ショッピングモールが“安全・気軽・快適なウォーキングコース”
■健康ポイントプログラム 1268名参加
■１日平均160名が来店。週１回以上23％（ 292人/1238人）、
週5回以上4％（50人/1238人）の高頻度での来店。

■健康ポイントが運動の励みとなり、モチベーションを維持し
運動の継続に貢献。（アンケート結果より）

冬期間の安全安心な運動の場と継続を支援する仕組の提供
2014年10月～2015年3月 イオンモールつがる柏での実証試験
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高齢者が認知症になっても自己決定が尊重され，経済活動を通して社会参加
できる社会を実現するために、高齢者の意思決定を支援する新しい社会システム
や意思決定支援システムの構築に貢献する。

拠点名 真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」創造拠点 中核機関 弘前大学

遠隔技術を用いた意思決定能力の評価
担当機関 京都府立医科大学、慶應義塾大学、志學館大学、シスコシステムズ（合）、（株）IIJグローバルソリューションズ

高齢者の経済活動における意思決定能力評価の手法を開発し、遠隔通信技術
を用いた場合の妥当性の検証を行った。テレビ会議システムを用いた検査と対面
での検査とを比較した結果、十分な信頼性・妥当性があると評価された。遠隔技
術を用いた能力評価については特許申請を行い，サービス提供のビジネス展開を
検討している。

これまでは認知機能に関するテレビ会議システムを用いた遠隔検査は存在せず、
高齢者が経済活動を行いたいときに、その人の意思決定能力をその場で客観的
に評価することは困難であった。本技術は、遠隔評価により医師、臨床心理技術
者または認知機能検査の専門的訓練を受けた者が作成した信頼性の高い検査
結果を得ることができる。

・医師等の専門家に顧客の意思決定能力を高精度に検査してもらうことができ、
顧客の金融資産を守ることができる。
・顧客が検査者から離れた場所にいてもリアルタイムに検査を受けることができ、コ
ストも削減される。

・検査者が遠隔にいる場合でも被検査者の経済活動における意思決定能力をよ
り信頼性が高く評価できる。
・被検査者の意思決定能力欠如により生じる経済的損失や事故を未然に防止す
ることが可能となる。
・金融機関が顧客に金銭取引を伴うサービスを提供するか否かを客観的な方法
で判定でき、円滑・安全に業務ができる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

短命県返上に向けた社会基盤整備の一つとして、住民の健康意識・行動変容を促進する中核的機能を担う組織「健やか力推進センター」を平成27年4月
に開設した。本センターを中核とした、『公的政策×民間サービス(事業)』による”健康増進総合パッケージ(モデル)化”を行い、全国展開する。

拠点名 真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」創造拠点 中核機関 弘前大学

社会実装に向けた基本戦略(全体像) “健康増進総合パッケージ化をめざす”
担当機関 弘前大学、青森県医師会

④健やか力推進センター
（H27/4開設）

：リーダー育成、社会実装

企 業自治体
マスコミ

⑦青森医学会
（4月から）

⑦社会実装推進WG

⑦健康づくり市民会議
↑

健幸リーダー・サポーター育成

健康関連組織
（医師会等）

職域

⑤新型(啓発型)健診
⑥健康物語

③青森版健康づくりパッケージ
(※本COI最大の成果物)

⑧認知症患者見守り

健康教育・啓発がメイン
市民（地域）

⑨社会実装(事業化)

学校

･新型(啓発型)健診(ALL弘前COI)
・健康物語（マルマンコンピューター）
・ビッグデータ解析→予兆・予防法開発
・モールウォーク（イオン）
・スマート和食（花王、栄研）
・レシピコンテスト（楽天）
・歯科医師会との連携（ライオン）
・まちかど薬局活動（薬剤師会）
・学校教育教材（ベネッセ）
・親子体操普及（佐藤弘道、弘前市）
・各種マーカー発見（ｶｺﾞﾒ、ｴｰｻﾞｲ他）
・アミノ酸分析商品化（協和発酵ﾊﾞｲｵ）
・健診結果の見せ方（NTT東日本）
・コンビニとの連携（ローソン）etc…

⑦岩木研究会大学⑦脳研×高度先進
×COI研究会

①弘前大学健康未来イノベーションセンター
（持続的な独自のイノベーションプラットフォーム構築）

《COI拠点フィールド》
②岩木PJ・久山町研究・新京丹後コホート・
COI健康医療データ連携→ビッグデータ解析
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拠点名 真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」創造拠点 中核機関 弘前大学

世界に発信するプラットフォーム ～COI健康・医療データ連携推進機構、ビッグデータ解析チーム～
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体質や疾患リスクなどへの遺伝的因子の関与の解明加速化に貢献する。
日本人向けカスタムSNP(遺伝子多型)アレイを作製し、日本人レファレンスパネ
ル活用による低コストゲノム効率解析技術の標準化手法の検討を進め、日常生
活における生体情報の探索・同定・実証研究体制の構築を行う。

拠点名 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点 中核機関 東北大学

ジャポニカアレイによる日本人向けゲノム解析サービスの展開
担当機関 東北大学、（株）東芝

67.5万ヶ所のSNPを搭載したアレイを東芝を通じて商品化。日本人向けカスタ
ムSNP(遺伝子多型)アレイである「ジャポニカアレイ」を用いる遺伝子検査事業を
2014年12月から開始した。研究機関等を対象に種々疾患に関わるゲノム解析
に用いられ、2016年度約１万５千検体の検査実績となった。

低コスト（従来の十分の一以下、20,000円）で疑似的に全ゲノム解析を実現。
日本人のリファレンスパネルに基づくカスタムＳＮＰアレイであり、日本人のゲノム
多型推定効率は、他商品の1.5倍程度と高い。
ToMMoのゲノム情報基盤の活用によって、他社製品では得られないゲノム多型
情報も入手可能＝よりよく健康関連のゲノム多型を検出可能。

・東芝の受託検査事業により収益を得ている。
・COI東北拠点、各地COI拠点などの各地のコホート研究に活用中。
・疾患別アレイ開発につながる特徴的なSNP候補を多数同定済み。

・他社製品では得られないゲノム多型情報も入手可能。
・将来かかる疾病リスクを予測して健康なときから生活習慣を改善・予防する未
来型医療＝個別化医療・個別化予防を実現する。

・個別化医療・個別化予防の進展と健康長寿社会の実現。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

解析目的 個数

腎疾患 1750

緑内障 500
サルコイドーシス 200

過敏性腸症候群 150

炎症性腸疾患 800
前向きコホート調査 960

高尿酸血症 320

前向きコホート調査 1150

67.5万ヶ所のSNPを搭載
低コスト（十分の一以下）で疑似的
な全ゲノム解析を実現し遺伝的因子
の解明加速化に貢献

COI東北拠点、各地COI拠点などの
各地のコホート研究に活用中

低コストで疑似的な全ゲノム解析を実現

COI東北拠点と企業が自治体の協力により産学官共創基盤を生み出す場の実
現に貢献する。

拠点名 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点 中核機関 東北大学

「疑似日常空間」によるヘルスケアデータの収集・集積の実現
担当機関 東北大学、日本光電工業（株）

参画機関が所有するバリデーション済みのセンサや医療機器を多数配置し、プロ
トタイプを評価。
PHRビッグデータの利活用と新たな展開法の企画・実証のみならず、異なるセン
サー群のデータを個人にタグ付し、シームレスに統合し、一つの生体情報の系列と
して再構成する環境を構築。センサ評価のための疑似日常生活環境を構築。

センシング・ゲノム・PHRといったそれぞれの要素の統合を目指したもの初の試み。
COI東北拠点以外のセンサについてもプロトタイプを評価し、また、個人の行動
変容につながるサービス等の企画と評価も実施する。

・日常生活の環境・行動・生体の情報を切れ目なく収集。
・COI東北拠点や他拠点、企業のセンサのプロトタイプの評価を行うことができる。
・臨床研究者、医療機関、自治体とともに実証試験プロジェクトの構築を行う。

・企業に対して臨床研究者、情報・工学研究者、異業種企業との連携の場。
・市場ニーズに向けて必要な事業の研究開発を川下から企画する場。
・異業種が市場開拓力と社会実装力を活用し、新規企画、新規プロジェクトを企
画する場。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

画像・絵図をお願いします。

新規指標の基礎開発

さりげないセンサ技術・
PHRサービスの開発

疑似日常環境の構築 研究用PHRの構築
脳波計 CO2センサ

睡眠評価
装置

モーションセンサ

呼気ガス分析

レジリエント社会構築
イノベーションセンター

✔異なるセンサー群のデータを個人に
タグ付し、シームレスに統合し、

一つの生体情報の系列として再構成

✔PHRビッグデータの利活用
と新たな展開法の企画・実証

他のCOI拠点における
技術・製品の評価・実証

企業における
技術・製品の評価・実証

6



映像を用いる非接触センシングによりさりげないセンシング実現する。
また、生体情報取得のみならず、日常人間ドックにおいて収集、解析された個人
の健康に関わる情報を提供する健康管理ディスプレイとして機能する。

拠点名 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点 中核機関 東北大学

「魔法の鏡」のプロトタイピング
担当機関 東北大学、（株）東芝

一般的なビデオカメラ映像からの動的な生体情報の遠隔的非接触抽出を行い、
心拍数、血圧変動推定値、血行状態の可視化などを表示するシステム
(windows, androidで動作)を開発。鏡ディスプレイと組み合わせたプロトタイ
プを作製した。

顔と掌での映像脈波から得られる脈波伝播時間差が、血圧変動と高い正の相関
関係があることが見出された。更に、血行状態を可視化することで、ユーザーは自
身の顔などの血行状態を評価することが可能である。また、撮影映像があれば解
析が可能であるため、遠隔での評価解析にも使用可能である。

・プロトタイプの改善・改良により参画企業による商品化・事業化が近づいた。
・社会実装イメージである鏡ディスプレイに実装したものを各種展示会にて発表す
ることで、ユーザーのニーズ調査を進めた。

・

・非接触センシング技術により、初めて実生活環境での生体情報の取得が実現さ
れ、新たなセンシング手法の爆発的な広がりに繋がる。

・生体情報の取得、健康管理が日常化することで新たなニーズとビジネスチャンス
の創出や、予防医療の進展に伴う医療費の削減に繋がる。

・

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

画像・絵図をお願いします。

肌色領域の自動追尾と脈波
伝搬時間差と血行状態のモ
ザイク表示

肌色領域の自動追尾と脈波
伝搬時間差と血行状態のモ
ザイク表示

リアルタイムでの映像脈波抽出

HR=71bpm
CVRR=1.52
LF/HF=1.3
μPA=1.5
ρ(3)=0.82

フジテレビ系「みんなのニュース」2016.11.5（サイエンスアゴラ2016）

高血圧患者を減らして健康寿命長期化の実現に貢献する。
自宅で尿を計測し、栄養指導による日常的な食事の塩分管理を通じて、さりげな
いセンシングによる健康管理が実現される。

拠点名 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点 中核機関 東北大学

宮城県七ヶ浜町におけるNa/K計を用いた社会実証の進展
担当機関 東北大学、オムロンヘルスケア（株）

血圧と尿Na/K比の関係性指標化と個人を層別することを目的としたフィージビリ
ティ調査と食習慣への意識変化調査を実施（七ヶ浜町50人1か月の調査）。
尿Na/K比を自身で測定した結果に基づく保健指導により、血圧管理に活用で
きる。

高血圧の食事管理において、必要不可欠な在宅モニタリングをナトカリ計により
実現し、「食事指導モデル」に社会実装する試みは初めて。
塩分濃度でなく、尿Na/K比に着目した解析。

・個人が尿成分を簡便に自宅で測定できる。
・血圧と尿Na/K比の関係性指標化と個人を層別することを目的としたﾃﾞｰﾀ収集
によるエビデンス構築の準備が整った。

・Na/K計を用いた指標と価値のエビデンスの確立・普及と高血圧患者の減少。
・七ヶ浜町で更に規模を拡大した実証を予定。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

画像・絵図をお願いします。

血圧計測

尿Na/K計測

栄養指導

診療

個人管理

在宅
モニタリング

ナトカリ計

スポット尿から
尿Na/K比を手
軽に計測可能。

(Hypertension Research
2014 )

七ヶ浜町七ヶ浜町
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家庭や職場での尿検査で健康状態の把握を可能にする「なんでも尿検査」の社
会実装による健康社会実現のため、尿バイオマーカー探索基盤を構築し、腎臓
病の新規バイオマーカー探索でその可能性を確認し、疲労、ストレス，生活習慣
の悪化など健康と病気の間のバイオマーカー探索に進むことを可能にした。

拠点名 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点 中核機関 東北大学

「なんでも尿検査」のﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ探索・検証基盤の構築と腎臓病新規ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ選定による可能性確認
担当機関 新潟大学

尿中のタンパク質を網羅的に探索するプロテオミクス基盤技術を確立し、健常者
１４０名の1,000-3,000種類の尿タンパク質を同定・定量したデータベースを
構築した。日本尿バンクを充実し、4,000検体を超える尿を収集し、最初に目指
した腎臓病の新規バイオマーカーを４種検定し、それらの測定系を構築し、バイオ
マーカーの意義を確認した。

尿は、血液よりタンパク質組成が単純でバイオマーカー探索に好都合で、非侵襲
的に頻回実施可能な尿検査は、病気の早期発見に有利で、また様々な健康状
態の尿検体収集が可能で、バイオマーカーの特異性の検討が容易である。
尿タンパク質を網羅的解析するプロテオミクスは健康と病気の間にある疲労・スト
レス・生活習慣悪化など今までにないバイオマーカー発見の可能性が期待できる。

・健常者140名の尿タンパク質データベースから様々な健康障害や病気のバイオ
マーカー探索の基盤を構築

・研究基盤を応用し、新しい腎臓の部位特異的障害の尿バイオマーカーの測定
計を開発（特願2016-213418）

・
・健康と病気の間にある疲労・ストレス・生活習慣の悪化などのバイオマーカーの
社会実装により、病気の予防、未病が可能になり、健康社会が実現する。

・最終的に、すべての病気の予兆を早期に発見できれば、先制医療を可能とし、
前者とともに医療費の大幅な削減につながる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

現行の健康チェック：
年１回の健康診断

血液検査
尿検査
レントゲン検査
超音波検査
心電図など

未来の健康チェック
家庭のトイレで採取・検査する
尿検査だけで一次検査

将来は家庭の
トイレに測定装置

尿

検査センター

バイオマーカー
センサー

歯ブラシやうがい等に付着した口腔細菌をさりげなく測って、虫歯菌、歯周病菌等
を検出し、口の健康度のチェック。また全身の健康状態や疾患のチェックにも使え
る。

拠点名 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と 家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点 中核機関 東北大学

細菌検出システムの開発
担当機関 東北学院大学、東北大学、（株）ライト製作所

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

・磁気ビーズのブラウン緩和を利用した細菌検出システムを開発
・う蝕関連菌であるMutans菌の検出に成功
・モデル細菌（ポリマービーズ）を104個程度まで検出（既存パナソニック製品よ
り一桁以上微量の特定菌検出）

磁気ビーズのブラ
ウン緩和

蛍光法
(ELISA等)

イムノクロマ
ト法

PCR法 誘電インピーダ
ンス法

液相評価 ○ △ △ × ○
特定菌 ○ ○ ○ ○ ×
処理簡便性 ○ △ △ × ○

迅速性 ○ △ △ × ○

本手法は以下の特長を有することから、さりげないセンシングに最適
・液相で評価可能、前処理を軽減
・抗原抗体反応により特定菌の検出
・測定時間は数10秒～数分程度

・口の健康管理（普及により歯科診療医療費（2.7兆円＠H25年度）の抑
制）
・糖尿病、脳血管障害、循環器障害、肺炎等の全身疾患の早期発見、予防、健
康寿命の伸長

サンプル（細菌）とセンサ
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時間に対して減衰

抗原抗体反応を磁気ビーズのブラウン緩
和を利用して計測

開発した細菌検出システム試作器

モデル細菌量に応じてブラウン緩和による信号変化が異なることから、細菌量を検出。104個
程度まで評価可能

モデル細菌と結合した磁気ビーズのブラウン
緩和により信号変化が減少
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尿からのさりげない健康チェックを目指し、先ずはハンディな多項目同時尿成分計
測センサの商品化、その後にトイレへの後付可能なさりげないセンサ機器の商品
化を行い、家族の健康作り及び健康寿命延長の実現に貢献する。

拠点名 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と 家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点 中核機関 東北大学

生体物質センサ：カロリメトリック尿センサの開発
担当機関 東北学院大学、東北大学、内外テック（株）、（株）アドバンテスト、（株）ライト製作所

１．カロリメトリック手法を用いた尿センサチップを流路と共にSi上に作成して、ポ
リスチレンビーズに酵素固定し、尿成分であるグルコース等の計測を実証

２．エレクトロクリックによる多項目検査用酵素固定を実証
３．5チャンネル流路を有するカロリメトリック尿センサのデモ機を製作

１．検出原理：酵素触媒熱反応を利用、高選択性と高感度化が可能
２．同時多項目検査：従来困難であったタンパクを含む多項目同時検査可能
３．数値化：データ加工やトレンド化など、より効果的な見せ方が容易
４．高速検査性：１０秒程度の同時多項目高速計測をさりげなく実現可能

１．高選択性により、簡単構造･小型化できる
２．１０秒程度の高速多項目同時成分計測
３．原理上、尿タンパクなどもより高感度検出が期待できる

１．本尿センサの家庭内普及により、糖尿病（年間医療費は1兆2,196億円、
患者数は950万人程）などの早期発見が可能、健康長寿に貢献

２．微量アルブミン、クレアチニン検出がさりげなく可能になれば、腎症患者の早
期発見、人工透析療法の患者数（1人･年間約500万円）削減に期待

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

センサチップ

センサモジュール

GCとGODとの熱反応による出力
特性例

ハンディ型尿センサデモ機 写真
開発するハンディ型尿センサのイメージ図

予備実験用１Ch.流路の尿センサチップ

５Ch.流路の尿センサチップ

体と心の疾病リスクのフィードバックおよび健康への支援を行うために、ホルモンや
生体バリア物質のバランス状態をさりげなく同時に検出しスマートフォンでクラウド
につなぐFETセンサシステムを開発する。

拠点名 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点 中核機関 東北大学

体と心のバランスをさりげなく保つためのバイオケミカルセンサの開発
担当機関 早稲田大学、（株）理研ジェネシス、凸版印刷（株）、NECソリューションイノベータ（株）

複数のストレスマーカーを唾液から検出するために、種々のアプタマをFETセンサ
に固定化する技術を開発し、電荷を持たないコルチゾールでも信号検出が可能に
なることを確認した。また、FETセンサで検出したデータをスマートフォンから読み出
す通信モジュールを開発し、遠隔地からの見守りが可能なことを示した。

従来、唾液中のバイオマーカー検出等に用いられている抗原免疫測定キットは、
蛍光測定器などの専門設備および専門家の操作を必要としていた。本研究で開
発するさりげないセンシングシステムは、基本構成を小型半導体チップで実現する
ことで、ベッドサイドやウェアラブルでの常時見守りによる健康応援を可能にする。

・社会実装に向けた、参画企業との綿密な意見交換に基づく共同開発
・各種JSTプロジェクト（A-STEP，START，OPERA）と連動した研究開発
・中核拠点とのアンダーワンルーフでのFETセンサ研究

・疾病に対する防御能力をモニターして体と心の疾病を防ぐことで医療費を削減
・エネルギー消費が極めて少ないスマートフォンベースのIoTシステム
・ワンチップで多数のマーカーを同時モニターするビッグデータ用超小型センサ
・標準半導体プロセスで製造する安価な化学センサの実現

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

電荷のないコルチゾールを含む複数のストレスマーカーをFETセンサで検出

実験室外からのFETセンサ遠隔読み出し実験

8-FETセンサ
モジュール

４-FETセンサ
同時モニタ

スマートフォンからのマルチチャネルセンサ読み出し

A-STEP「人工核酸によるバイオマーカー
簡易検出センサの技術開発」との共同

実験室内：
FETセンサ／
通信モジュール

スマートフォンから
のデータ読み出し

関係者以外立ち入り禁止
の実験室

コルチゾールなど電荷のない分子の
FETセンサによる検出概念

負に帯電した
アプタマ

デバイ長
ターゲット分子

FETセンサゲート絶縁膜

ターゲットを捕捉した
アプタマの変形を
ゲート電圧変化として検出

コルチゾール濃度
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社会実装を加速させるため、社会実装の候補企業を取り込んだ「COI東北拠点コンソーシアム」を設立し、これにより大きな事業・産業
のストラクチャーを、複数大学・複数企業で構築。コンソーシアムによる事業プロデュースから社会変革を目指す。

「COI東北拠点コミュニティ規約」を規定し、当該規約を締結した上で、東北大学との間で本拠点のテーマに関連した個別の共同研究
契約を締結した企業群を「准参画機関」と位置づけ、多くの社会実装企業の社会実装の準備段階からの拠点参入が容易となった。

ものづくり、サービス、ＩＣＴ、商社系、通信キャリアなど社会実装の出口を担う多くの異業種企業が参入し一体化することで、既存の
参画企業と連携しながら社会変革に繋がる社会実装が加速する道筋が作られた。

拠点名 さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点 中核機関 東北大学

社会実装加速のため「COI東北拠点コンソーシアム」を設立
担当機関 東北大学、（株）東芝、日本光電工業（株）、オムロンヘルスケア（株）

参画機関共同研究契約

東北大学 東芝 日本光電 オムロンHC

コミュニティ規約

ＢＡ Ｃ
Ｅ

Ｄ参画要望

参画機関
による審査

契約準備

准参画機関

参画機関

参画要望

会員

准参画機関共同研究契約
社会実装段階で参画機関に移行

COI東北拠点コンソーシアム

コンソーシアム会議（参画機関及び准参画機関が参加）
において、プロジェクトの内容・進捗状況・計画に基づいて、
活動の総合的な調整を実施
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認知症の方・ご家族、並びに関与する医療プロフェッショナルが情報共有できる多
職種連携型ＰＨＲ基盤を整備することにより、より効果的な認知症診療・ケアを
可能にする。これによって、認知症の方にとって困難な通院による診療がサポート
され、より高質なケアを家庭で享受できる社会の実現に貢献する。

拠点名 自分で守る健康社会 中核機関 東京大学

新規デジタルデバイス 「わすれなびと」 による認知症医療の自分ごと化と高質化
担当機関 東京大学、エーザイ株式会社、株式会社ココカラファインヘルスケア

クラウドとタブレットを利用した多職種連携型ＰＨＲ基盤 「わすれなびと」 を構
築した。これにより、認知症の方・ご家族は主体的に、かつ包括的な認知症医療
を享受できる。認知症医療の高質化への貢献を検証するために 「わすれなびと」
の運用による実証研究を東大病院において、倫理委員会承認のもと開始した。
現在、11組の認知症の方・ご家族が登録され、臨床研究が進行している。

「わすれなびと」 は、一般的な多職種連携機能に加え、認知症の方・ご家族が、
①日々の体調や生活行動を自ら記録し、②認知症検査FAST（Functional 
Assessment Staging of Alzheimer‘s Disease）を遠隔問診で受け、
③必要に応じて医療関係者とメールコミュニケーションでき、④電子カルテとの連
係により、カルテ内容を閲覧できる。

・種々の法律･基準を遵守し、個人情報を厳格に管理したデジタルデバイスである。
・電子お薬手帳との統合や他・多言語への拡張性を有する。
・認知症の方・ご家族のQOL向上、医療関係者の負担軽減が期待される。

・認知症の方・ご家族は「わすれなびと」に主体的に参加することによって、在宅時
でも高質な医療を享受でき、医療上のポジティブインパクトを受ける。

・認知症の方は次第に通院が難しくなり、治療においての悪循環に陥る事がある
が、本システムによる定期的な介入により、認知症の進行を抑え、認知症による
経済損失の改善が期待される。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

認知症の方、ご家族を中心とした多職種連携の全体像

乳癌を従来法よりも被測定者の負担が少なく、かつ高感度に診断できる装置の
開発により、早期の発見数、発見率ともに上がり、入通院や抗癌剤使用量を減
少させることができる。

拠点名 自分で守る健康社会 中核機関 東京大学

超音波を用いた乳癌検診装置の開発
担当機関 東京大学

超音波乳癌検診装置のプロトタイプが完成。摘出組織や乳癌を模擬したファント
ム試験により、従来エコー法に比べ、大幅な解像度向上（-20dBの方位分解能
が10倍向上）と画像視認性の改善を確認。成果を用いて大学発ベンチャーを設
立。東大病院における臨床研究のための倫理審査も通過し、2016年11月から
試験開始予定。

マンモグラフィは乳腺比率の高い若年層での癌検出感度が低いが、エコーの癌検
出率は乳腺比率に依存しない。従来エコー法では波が伝搬と共に広がり、干渉
の影響も合わせて、疾患部の視認性と解像度が低下。開発装置は、対象を囲む
アレイが全エコー信号を取得するため、完全点集束と干渉抑制を実現、解像度と
視認性を向上。

・術者の技量に依然せずに３D撮像が可能。
・全画素において波の完全集束を実現し、高解像と疾患の高い視認性。
・痛みと被曝の無い計測。

・ステージ１の全癌が検出できれば、抗がん剤不要な局所治療が可能。
（罹患者数： 8万人/年、抗がん剤を用いた治療費：100̃160万円）
・マンモグラフィが不得意でかつ、日本で多い40代女性の乳癌早期発見により、
死亡率低減、抗がん剤不要となれば、患者家族の負担も大きく低減。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト
従来法（左上）と開発装置（右上）による摘出豚心臓撮像により、開発装
置では、解像度の大幅向上、干渉によるアーチファクトの低減、視野全体の
均質画質を実現を確認。乳腺ファントムの撮像（下）により、高解像化と
干渉アーチファクトの抑制効果で、乳腺対脂肪コントラストの高い画像の
実現を確認した。

摘出豚心臓
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電話等での会話音声の解析のみによって発話者の感情や、さらには特定の疾患
の兆候を検出することにより、未病状態であることの把握や、受診と受診の間の
日常生活での健康状態を把握して的確な治療を行うことが可能となり、入通院
の減少に貢献する。

拠点名 自分で守る健康社会 中核機関 東京大学

音声から病態が見える化
担当機関 東京大学、PST（株）

「MIMOSYS」というスマートフォン用アプリケーションを開発・一般公開をし、医
学的妥当性の検証と運用上の問題点の抽出を行った。また、陸上自衛隊にシス
テムを貸出し、1000名の新入隊員およびその指導隊員のストレスマネージメント
のための実証試験を行った。また、協力企業においても小規模なテスト運用を実
施した。

従来はストレスチェックの方法として自記式質問票が用いられているが、これにはリ
ポーティングバイアス（回答者の意識的あるいは無意識の過小評価や過大評
価）が問題となる。また、血液バイオマーカーなどの検査方法は、未だ研究途上
であり、試薬などのコスト面で問題が残る。さらに、これらの方法では日々の変化
をモニタリングすることはできない。

・ 公開後3000ダウンロード以上得て、1000人以上が継続的に利用中である。
・ 特に大きな運用上の問題もなく、得られたデータは医学的に妥当であった。
・ 日々のモニタリングにより早期の介入が可能であることが示唆された。

・ 新聞・テレビ・雑誌など複数のメディアに紹介された。
・ 複数の自治体、企業から事業化の問い合わせがあり、事業化に向けて準備中。
・ 国内の複数の大学から共同研究の申し出があり、一部は今年度中に開始。
・ 海外の複数の大学および企業から共同研究の申し出があり、一部は開始した。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

既存の感情認識技術（ＳＴ）より得た感
情指標から声の元気さを表す指標を開発し
た。元気度はその時点での声の元気さを表
し、活量値は中期の変化をとらえることが出
来る指標である。

上記の技術を利用してスマート
フォンアプリケーションを作成し、
公開した。男女差の比較では、
女性の方がうつ傾向が強かった。
同時に実施した自記式質問紙
（ＢＤＩ）でも同様の傾向を
示していた。

公開中に発生した熊本地震での
比較では、震源地・周囲の地域、
その他の地域・東北地震被災３
県ではそれぞれ異なる変化を確
認できた。

自衛隊・企業での導入検証では、毎日のモニタリングにより適切な介入が可能で
あることが確認できた。

医療機関ごとに形式が異なる電子カルテデータを国際標準形式に変換して全国
規模で統合できる技術を開発し、日常生活での健康測定データ、個人ゲノム情
報も含めた情報基盤を構築して「自分で守る健康社会」の実現に貢献する。

拠点名 自分で守る健康社会 中核機関 東京大学

オールジャパン健康医療ICTネットワーク構築と、生活・健康・医療データの統合
担当機関 東京大学、富士通（株）

種々の診療データを国際標準形式に変換し、SS-MIX2標準ストレージに蓄積
し、従来は二次利用が難しかった文章形式の各種診断報告書データをXML形
式のデータに自動変換し蓄積できるようにした。これを利用して臨床研究に活用で
きる多目的臨床データ登録システムMCDRSを開発、普及させた。また臨床ゲノ
ムデータ管理システムの設計と試作をした。

採用した診療データの国際標準形式はISO 27931で、SS-MIX2ストレージ
は2016年3月に厚生労働省標準となった規格に準拠する技術である。
MCDRSは我々が最先端研究開発プログラムFIRSTで基本部分を開発し本事
業で大幅に機能増強させた新規技術である。競合技術はなく、国際的な臨床試
験データ標準CDISCとの接続も今後実施する。

・電子カルテデータを標準変換化し、多目的多施設統合利用ができる。
・MCDRSにより電子カルテデータをデータベースに自動入力できる。
・文章形式の診断報告書が自動的に構造化データになり二次利用できる。

・公的６研究事業がMCDRSを採用。個別システム開発をせずに研究事業が効
率的、経済的に実施できる。

・日常生活の健康測定データと医療データとを継ぎ目なく統合利用できる情報基
盤は患者の健康自己管理を促進する。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

生活圏の健康医療データの
集積は準備段階

多施設症例データベース構築システム MCDRS
SS-MIX2からのデータ連係により
医療機関データの自動取込みを実現
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フレキシブル生体センサを応用し、”着るだけで”各種生体信号計測可
能なスマートウェアの開発を行う。さらにスマートウェアをコア技術と
した運動を誘発するアプリケーションの開発も行う。

拠点名 運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点 中核機関 立命館大学

導電ペーストを用いた生体情報が常時センシングできるウェアの開発
担当機関 立命館大学、東洋紡株式会社、オムロンヘルスケア株式会社、近畿大学

衣服にプリント可能な生体計測電極/配線の開発や、それを応用した心
電図が計測できる肌着様スマートウェアの開発に成功している。本ス
マートウェア電極/配線は、洗濯可能で、さらに、開発ウェアは、走動作
中においても安定した心電図計測を実現している。また、国内外の展示
会に積極的に出展している。

布状電極を用いたウェアの開発例は他にもあるが、電極部に水などを
用いる必要があるものもあり、”着るだけ”では計測できない。また配線
に伸縮性のない導線を用いているものが多いが、開発配線は導電性と伸
縮性が高く他の小型センサと組み合わせることで、着心地を損なわない
様々な生体計測ウェアへの応用が容易である。

■ 濡らすことなく運動中の安定した心電図の計測が可能
■ 洗濯耐久性の向上
■ 配線の細線化、高伸縮性を実現

■着るだけで生体信号のモニタリングが可能なため、様々な生活場面で
の応用が可能。

■既存の工場環境で対応可能な低コスト製造方法を実現しており、普及
化にも対応している。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

（表）トランスミッター

トランスミッター
（心電図アンプ回路，
  加速度センサ内蔵）

データ無線送信

（裏）心電図用電極と配線
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指向性および直進性の強い超音波スピー カーを用いて、同一空間を音に
よる区分け を行なう技術です。空間一点で受聴可能な 極小領域オーティ゙
オスポットの構築にも成功 し、音像ホロクラ゙ムへの可能性も示しまし
た。 

拠点名 運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点 中核機関 立命館大学

フレキシブル超音波スピーカの開発
担当機関 立命館大学、パナソニック株式会社、大和ハウス工業株式会社

指向性・直進性の強い超音波スヒー゚ カーにより、音空間を分割すること
に成功しました。また、空間の1点でのみ音か聞゙こ える極小領域オー
ディオスポット技術も開発し、運動者だけがトレーニング音声を受聴可
能な音響システムも開発しました。さらに、音のホログラム技術も確立
し、あたかも目の前から話しかけられているかの様な音声発信技術を模
索しました。 

従来のスピーカは音量しか制御できなかったのに対し、フレキシブル超
音波スピーカは、音量だけでなく音の放射特性を制御できる画期的なス
ピーカデバイスである。音質面に関してはまだ改善の余地があるもの
の、空間シェアリングという目的は十分に達成できており、今後、魅力
的なコンテンツ作りが期待される。

放射面を曲面状に加工することで、放射特性の広狭を制御（特許出願済）
ユーザー数とエリアに合わせて、音の放射範囲を制御可能

・子供から高齢者まで幅広い世代を対象とした運動したくなる空間を構築
・住宅密集地でも音を用いた運動を実施する空間を創成可能

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

指向性が高いスピーカが実現できる住宅密集地でのラジオ体
操
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我々は運動の生活カルチャー化を目指し研究開発を実施しているが、”運
動したくてもできない”ヒトの意識を変えて、自主的に運動するようにな
るには、どうやって働きかけるべきなのか？」とそんな疑問を明らかにし
ていくために、このような社会実験を実施している。

拠点名 運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点 中核機関 立命館大学

グループウォークで運動誘導継続を支援するシステム「てくぺこ」
担当機関 立命館大学 （協力 京都大学、近畿大学、長浜市）

このシステムを使い2014年に始まった ”みんなで一緒に、ながはま健康
ウォーク”は、本年度で３年目を向かえ，通算のべ参加者も2500人を越え
る勢いである。この社会実験を通して、参加者の歩行量と運動に対する意
識のアンケート調査を元に、ヒトが運動を継続したくなるためのモデル構
築を進めつつあり、事業化に向けた共同研究も実施している。

ウォーキングイベントとして、一定期間に歩行を励行するイベントはい
くつか開催されているが、ここでは1）スマートフォンで自動的に運動量
を計測する。2）チームで目標を設定する。3）チームの運動結果をサー
バに結果を集約し、簡単に確認できる、ことを特長としている。

・個人の情報を測定するだけでなく、その情報をグループウォークや運動
誘導に貢献している。
・長浜健康ウォーク以外にもビジネスシーンで使えるように、大学職員を
対象としたウォークイベントを開催し、その社会実装の可能性を検討した

・社会資源・地域資源を活用したウォークイベントの実施を可能とする。
・将来的には運動しているという情報が保険料を下げる要因となると考
えられ、情報活用の一助となっている。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

#

(2) #

(3)

(1) #

#

#ID user step point

1 A 4289 5

2 B 9620 20

3 C 6021 11
#

PC

自動計測

運動量の
可視化

第3回目を迎える地域グループウォークイベン
ト

拠点名 運動の生活カルチャー化による活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点 中核機関 立命館大学

ロコモのスコア化によるロコモ予備軍の抽出
担当機関 順天堂大学、日立製作所（株）

① 立ち上がりテスト ② ２ステップテスト

対象 東京都内の百貨店に勤務する
20～60歳の健康人328名
通称『大丸スタディ』

③ ロコモ25 日常生活動作についての問診

加速度センサー付
ウェアラブル端末

ライフレコーダ
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ロコモ予備軍の定義：立ち上がりテスト4点(両脚10cm)以下 かつ 2ステップテストが1.4以下

⇒50名（15％）がロコモ予備軍
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拠点名 運動の生活カルチャー化による活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点 中核機関 立命館大学

iPhoneアプリ「ロコモニター」をリリース
担当機関 順天堂大学

ロコモニター（Locomonitor）の特徴

・リリースは2016年2月
・ResearchKit*を採用
・利用者が自身のデータを送信
・運動状況やロコモ度が把握可能
・手軽にロコモ予防・改善
・個人情報の漏えいリスクゼロ
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＊順天堂から他に２つ同時にリリース
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日本初のロコモ研究アプリ

「ロコモ度テスト」を
アプリ上に完全再現

被験者1人で
いつでもどこでも

各被験者に最適な
生活改善アドバイス

拠点名 運動の生活カルチャー化による活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点 中核機関 立命館大学

アンチロコモサプリメントを開発
担当機関 （株）ニッピ、順天堂大学

ロコモ改善サプリとしてコラーゲンペプチド（Pro-Hyp高含有）に着目

Pro-Hypの特徴 サプリ開発

✓Pro-Hypを高含有

✓少量摂取でも高い効果
を発揮する可能性あり

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

（
m

g/
g）Pro-Hyp

✓経口摂取したコラーゲン

ペプチドは体内で分解され

主にPro-Hypとなる

○コラーゲンペプチド

✓関節痛の緩和

(Adam el al., 1996)

✓変形関節炎の改善

(McAlindon et al., 2011)

○Pro-Hyp
✓軟骨細胞の骨化を抑制
（Nakatani et al., 2009）

✓培養滑膜細胞のヒアル
ロン酸合成促進
（Ohara et al.,  2010）

効果効能

血中ペプチド濃度 ロコモへの効果報告 新コラーゲンペプチド
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長期研究プロジェクトでは、研究資金を獲得するシニア研究者やチームリーダーとなる研究者以外にも、フォロアー人材（助教・助手・
大学院生）も拠点を形成する重要な人的資源である。本研究拠点では、フォロアー人材を活用し、情報収集や活用を積極的に行い、若手
イノベーション人材の育成と研究拠点の活性化をフォロアー人材とURAを中心に実施する研究拠点体制を構築している。

拠点名 運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点 中核機関 立命館大学

フォロアー人材を活用した研究推進体制の構築
担当機関

アクティブ・フォー・オール拠点では、COIで研究開発したシーズを活用するため立命館大学EDGEプログラムと協働している。これらの取り組みは新た
なアイディアの創出や事業化を加速している。また、拠点間の連携体制を深めるため、異分野融合型のチームでEDGEプログラムに参加した。
GEヘルスケアにおけるワークショップでは、「優秀賞」を受賞し、研究開発から事業化に向けたイノベーション人材を育成にも力をいれている。

拠点名 運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点 中核機関 立命館大学

EDGEプログラムを活用したイノベーション人材育成とアイディア創出のプラットフォーム構築
担当機関

異分野融合型・大学横断型COIチームが
GEヘルスケアから「優秀賞」受賞

（URA・教員・大学院生の連合チーム）

順天堂大学
スポーツ科学

立命館大学
スポーツ科学

立命館大学
URA

立命館大学
情報理工学部

立命館大学
経営学部
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無線で電力を供給するシステムを開発することにより、コードが不要で、バッテリー
の充電・交換を気にすることなく、いつでもどこでも災害でも電力使用できる安心
社会「しなやか ほっこり社会」の実現に貢献する。

拠点名 活力ある生涯のためのLast 5Xイノベーション拠点 中核機関 京都大学

無線電力伝送システムの開発
担当機関 京都大学、三菱重工業（株）、パナソニック（株）

①モビリティへの無線充電について、安全に電波法上問題なく送電する技術、
駐車位置がずれもて送電する技術の開発を完了した。

②センサへの無線給電について、複数センサへの一括給電システムを開発し、
電池レス温度センサへの給電と情報通信の両立を実証した。

上記①、②を関西圏国家戦略特区を活用して、精華町で実証実験を実施する。

①モビリティへの無線充電
・プラグインやバッテリー持ち出しでの充電に比べて、位置合せが不要である。
・非接触充電方式に比べて、大容量の電力を遠い距離に送ることができる。

②センサへの無線給電
・非接触給電方式に比べて、複数に遠い距離に電力を送ることができる。

①モビリティへの無線充電について、電力100Wを漏れを少なく、1mの距離で
受電器に送電でき、電波法の安全性にも配慮したシステムを開発。

②センサへの無線給電について、約2m距離で複数への一括給電システムを開発。

・災害時などの停電に対する早急な電力の復旧によりライフライン確保ができる。
・いち早く、日本で実用化することにより、国際規格などで世界をリードできる。
・新たなインフラシステムとして、ロボット・ドローンへの活用、災害未然検知、無電
化地域など新たな電力供給サービスの発現により社会イノベーションにつながる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

■センサへの給電（パナソニック㈱）

[要素開発]

[実験室実証]
温度センサーで実験室実証
約2mの距離まで、無線給電で
温度検知・データ通信を確認

■モビリティへの無線充電（三菱重工業㈱）

[電動アシスト自転車への応用][電動シニアカーへの応用]

送電器
受電器

送電器

受電器

2種のモビリティで電波法上の安全確保と無線による充電状況を確認

アンテナ

※2015年12月22日 プレス発表を実施

ミリ波レーダーによる非接触心拍センシングシステムを開発することにより、身につ
けることなく、意識することなく、いつでもどこでも見守られる安心社会「しなやか
ほっこり社会」の実現に貢献する。

拠点名 活力ある生涯のためのLast 5Xイノベーション拠点 中核機関 京都大学

ミリ波レーダーによる非接触心拍センシングシステムの開発
担当機関 京都大学、パナソニック（株）

ミリ波レーダーを用いて、非接触での心拍センシングシステムの開発において、
心電計と同レベルの高精度な計測、かつ複数人同時計測を可能にする解析技術
を開発し、システムのプロトタイプを製作した。
これにより、天井設置など離れたところから、非接触で心拍計測できるので、入浴
中や就寝中でも異常検知が可能になる。

・時計型などウェアラブルバイタルセンサーに比べて、身につける必要がなく、
意識せずにバイタルセンシングができる。入浴中、就寝中でも測定可能である。

・複数人を識別して、同時に心拍計測が可能である。
・心電計と同レベルの高精度な心拍計測が可能である。

・UWB(60GHz)を用いた非接触でのバイタル(心拍・呼吸・体動)を計測できる。
・符号分割MIMOアレイにより複数人のバイタルを同時計測を可能にした。
・心臓の鼓動の時系列変化の数理モデル化により、高精度な心拍を検出できる。

・独居老人について、事故が最も多い入浴中でも見守りができるので、異常の場
合に救命ができるとともに、孤独死撲滅に貢献できる。

・家庭内だけでなく、病院や介護施設でも大勢の人を識別して見守りができるの
で、異常な人を見つけることができ、素早い救命に貢献できる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

■ミリ波レーダーセンシングシステムのプロトタイプを開発
UWB(60GHz)を用いた非接触でのバイタル(心拍・呼吸・体動)を
計測するバイタルセンサを開発

※2016年1月20日 プレス発表を実施

■世界トップレベルの高精度心拍計測技術を開発
高精度な心拍・心拍変動を検出する技術を開発
(相関0.99世界トップレベル)
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モジュール型ウェアラブル歩行アシストロボットを開発することにより、簡単装着で
のリハビリテーションで歩行障害を克服し、早期に社会復帰できる安心社会「しな
やか ほっこり社会」の実現に貢献する。

拠点名 活力ある生涯のためのLast 5Xイノベーション拠点 中核機関 京都大学

モジュール型ウェアラブル歩行アシストロボットの開発
担当機関 京都大学、京都工芸繊維大学、サンコール（株）、川村義肢（株）、船井電機（株）

モジュール型ウェアラブル歩行アシストロボットの開発において、患者でも使ってい
る長下肢装具に簡便に装着できるセンサ・モータを内蔵したモジュール型の歩行ア
シスト機構を開発し、プロトタイプを製作した。
今後は、プロトタイプを用いて、病院、施設を対象に安全性や有効性を含めた実
証的な検証を行っていく。

・モジュールに内蔵されたセンサにより歩行アシストのトリガーとするため、筋電位
など別途センシングが必要ではなく、装着が簡便である。

・現状の長下肢装具に装着できるので、装着が非常に速い。（1~2分程度）
・モジュール型なので小型・軽量なので、患者や医療従事者への負担が少ない。

・センシング機構とモータが一体となった軽量なモジュールであり、長下肢装具に
装着可能なので、患者でも簡便に使用できる。

・装着者の歩行状態を自動判別して、適切な歩き方を学習させる支援ができる。

・小型・軽量、安価、装着が簡便なので、より多くの人のリハビリに貢献できるので、
早期に社会復帰でき、個人のQOL向上と労働力の確保につながる。

・簡便なリハビリロボットなので、課題となっている自宅リハビリを将来的には充実
させることができ、高齢者の寝たきり防止につながる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

■プロトタイプを開発
長下肢装具に簡便に装着可能な
プロトタイプを開発

※2016年2月9日 プレス発表を実施

■モジュール型歩行アシスト機構を開発
センサ・モータ内蔵したモジュール型で歩行アシストできる機構を開発

リビング・ダイニング 洗面所・浴室

拠点名 活力ある生涯のためのLast 5Xイノベーション拠点 中核機関 京都大学

「精華町実証フィールド」・「総合検証実験室」を構築

計画時期 テーマ名 内 容

平成
28年度

ウェアラブル端末 ストレス・活動量・睡眠の質の
見える化

無線充電自転車 電動アシスト自転車への充電

センサー無線給電 温度センサーへの給電

平成29年度以降、実証ステージのテーマより順次実施

【実証試験計画】

社会実装を確実に実現するために、「精華町実証フィールド」・「総合検証実験室」を構築
■精華町実証フィールド

■総合検証実験室

※「無線充電自転車」、「センサー無線給電」は国家戦略特区を活用

住民説明会（2016年10月1、2、16日）

ツイン寝室
リラクゼーションルーム

シングル寝室
（光制御模擬窓）

平成28年度は、ミリ波レーダーに心拍センシングの睡眠実験、
次年度以降、屋内使用デバイスの連携実験を順次実施予定
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拠点名 活力ある生涯のためのLast 5Xイノベーション拠点 中核機関 京都大学

京都大学「活力ある生涯のためのLast５Xイノベーションユニット」を設立
COIプログラム終了後のプラットフォーム作り、若手研究者の育成のために

京都大学内に｢活力ある生涯のためのLast５Xイノベーションユニット」を設立

・ＣＯＩプログラム遂行に関して、参画している多数の部局（工学、医学、理学、再生研、生存研、化研等）との調整を
一括して迅速に行い、多様な人材の集積、活用を行う

・ＣＯＩプログラム遂行に必要な教育研究を行う
・ＣＯＩプログラム遂行に必要な教員への称号付与を行う

参画企業
A社
Ｂ社
Ｃ社

・
・

活力ある生涯のためのLast 5Xユニット ＣＯＩ拠点
運営会議

研究推進機構運営部門
ユニット長

代表教授会

専任教員
研究部門

特定教員

博士研究員

大学院生

共同研究員
事務部門

産官学連携課
ＣＯＩ拠点研究推進機構

■ユニットの役割

■ユニットの組織 京都大学 学際融合教育研究推進センター
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本拠点では、国境を越えた文化共有を実現することで、芸術（感動）の力で真
に尊敬される国づくりを目指している。本成果は、完全に失われた文化財を再現す
ることで新たな感動が創出可能なことを実証するものであり、拠点目標に大きく貢
献する。

拠点名 「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベーション 中核機関 東京藝術大学

バーミヤン大仏天井壁画復元を通じた新たな文化共有モデルの構築
担当機関 東京藝術大学、NHK、朝日新聞社

タリバンが爆破したアフガニスタン・バーミヤン東大仏の天崖を飾っていた壁画「天
翔る太陽神」を、京都大学所有の中判写真および独アーヘン工科大学所有の
3D計測データに基づき、原寸に近い立体造形物を制作した。さらに、内戦の混
乱下で流出した文化財と同時に展示・公開することで、クローン文化財技術を活
用すれば失われた文化財でも国境を越えた共有が可能になることを実証した。

三次元形状の巨大立体造形物に高精細画像とオリジナルの素材感（マチエー
ル）を同時再現した数少ない先行事例として、約900m2の壁画復元に25人の
専門家/30か月/5,700万ユーロ（約66億円）が費やされたラスコー洞窟があ
る。バーミヤンは石器時代の壁画よりはるかに緻密な図像の復元であったが、単
位面積当たりの制作原価が約1/10となっており、制作効率が飛躍的に向上した。

・消失した文化財の復元による国境を越えた文化共有の実現
・「和の伝統」の活用による壁画復元に関わる制作効率の飛躍的な向上
・若手人材の活用を可能にした特許技術に基づく制作スキームの標準化

・文化財を民族アイデンティティとして破壊の対象としている反社会集団に対し、
たとえ破壊されても藝大技術で復元することでテロに屈しないという姿勢は、伊
勢志摩G7サミットを通じて世界中に強くアピールされ、極めて大きな社会的イン
パクトが創出された。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

和紙に印刷した高精細画像を三次元立体造形物に貼り付け、その上から芸術家が
オリジナルと同じ素材で表面を描くことにより、高精細さとマチエールを同時に再現

伊勢志摩G7サミットでクローン文化財に「触れる」各国首脳

本拠点では次世代インフラとなるコンテンツを創出することで、未来の地方創生に
資するモデル構築を目指している。本成果は、藝大COI拠点と地方の伝統産業
が融合することで地域産業活性化モデルが創出可能なことを実証するものであり、
拠点目標に大きく貢献する。

拠点名 「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベーション 中核機関 東京藝術大学

法隆寺・釈迦三尊像復元を通じた新たな地方創生モデルの構築
担当機関 東京藝術大学、高岡市、南砺市

法隆寺釈迦三尊像をデジタルスキャンし、３Dプリンタで立体モデルを制作した。こ
のモデルを活用して鋳型を制作し、鋳物技術の伝統を誇る高岡市が復元鋳造を
実施した。さらに、復元鋳造物を藝大COI拠点に持ち帰り、3Dプリンタ特有の積
層痕や細部の“甘さ”を、伝統技術を習得した芸術家が特殊工具を駆使して取り
除いた。さらに古色を施した後、高岡市における展示に供する。

寺院の本尊が復元された先行事例は、少なくとも法隆寺に比べ得る「格」の寺院
では、過去に一つも存在しない。法隆寺・釈迦三尊像の復元は、デジタル技術を
駆使した立体モデル制作、伝統に基づく鋳造技術、芸術家の彫刻技術のすべて
が高いレベルで融合した際に初めて実現される、比類のない技術によって達成さ
れた。

・直接スキャンできない「陰」のあるオブジェクトのデジタル3Dモデル構築
・地方が有する高度な伝統技術の日本の文化外交に資する有効活用
・門外不出の本尊を世界で文化共有するスキームの創出

・伝統技術の後継者不足は地方創生の大きなボトルネックとなっており、若手人
材を惹きつける地域産業活性化プロジェクトは経済的インパクトが大きい。
・民族アイデンティティの象徴である寺院の本尊を文化共有する価値は極めて高
く、伝統技術のアピールは地方創生に直結し、社会的インパクトが大きい。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

復元鋳造に用いる鋳型の元となる立体モデルを3Dプリンタで制作

特殊工具を駆使して3Dプリンタの積層痕や“甘さ”を取り除く
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本拠点では日本の文化立国と国際的な共生社会の実現に向け、ロボットやアン
ドロイドと共生する社会基盤の構築を目指している。本成果は、豊かな共生社会
の構築に資する真に役立つロボット技術のノウハウを城崎温泉という実践を通じて
蓄積するものであり、拠点目標に大きく貢献する。

拠点名 「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベーション 中核機関 東京藝術大学

「城崎温泉ロボットペッパープロジェクト」：ロボットと演劇手法を用いた地域の演出
担当機関 東京藝術大学、ソフトバンクロボティクス、豊岡市

ロボットプラットフォーム・ペッパーによる温泉街の観光拠点開発を手掛けた。具体
的には、観光案内用ロボットシステムを開発して地元空港、観光案内所などに配
置し、地方創生の新しいコンテンツとすることに成功を収め、湯治客、旅館経営者、
観光業者、マスコミ各社（NHK、読売新聞、毎日新聞など多数）から注目を集
めた。

ペッパーを用いた産業開発に参入を始めている一般企業も多い中で、本成果は
演劇におけるコミュニケーションのノウハウを取り入れているところで独創性が高い。
また、ロボットを単独で運用するのではなく、兵庫県豊岡市では劇作家・芸術家の
アイデアやノウハウを生かした街デザインの一環として活用しているところに優位性
を有している。

・演劇手法を活用した「おもてなし」をロボットにより再現
・芸術で街全体を演出する「ロボット観光拠点」の創出に貢献
・ロボットのアプリケーション開発者に演劇手法のノウハウを伝授

・芸術家とソフトウエア開発担当技術者の結集
・豊岡市のパフォーミングアーツの伝統と、温泉という人々の交流の場の活用
・パフォーミング・アーツ・ツーリズムによる観光客の増加（前年比1.2%）
http://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/735670.html

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

社会実装環境を提供する兵庫県豊岡市・城崎温泉

積極的な設備投資が困難な中小企業（旅館）に対し、行政とア
カデミアが協働してコンテンツを提供する先駆的な取り組みの舞台

中貝宗治 豊岡市長と平田オリザ・グループリーダーの共同記者会見

本拠点では、文化を通してすべての人がともに生きる社会の構築を目指している。
本成果は、すべての人間が分け隔てなく芸術を共有する空間を構築するものであ
り、拠点目標に大きく貢献する。

拠点名 「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベーション 中核機関 東京藝術大学

発達障がいがある子どもの才能を引き出す「音と光の動物園」
担当機関 東京藝術大学、ベネッセこども基金

五感に働きかける音や映像などを体験することで発達障がいを持つ子どもたちをイ
ベントに引き込み、動物を自由に彩るペーパークラフトや砂場遊びを色で描く「ダイ
ダラの砂箱」を通じて子どもたちの創造力を引き出し、「自分の描いた動物が出
現」するアニメーションで記憶に残る体験へと昇華させるワークショップを企画・設
計・運営した。

障がい者向けイベント・ワークショップは、従来は「健常者から与える」という上から
目線であったところ、本拠点では「障がい者から健常者が学ぶ」姿勢に基づいてい
るところに独創性が高い。学ぶ姿勢へと転換したことで、発達障がいのある子ども
たちをワークショップに引き込み、その才能を引き出すことに成功した。

・発達障がい児の才能を引き出すワークショップを企画・設計・運営
・すべての人間が芸術を通じて分け隔てなく共有できる空間の構築
・「障がい者から学ぶ」という本拠点の基本コンセプトを実践

・最先端のデジタル技術を活用した希少な体験の演出は、子育て支援に直結す
るスキームとして、社会的に大きな意義を有する。
・約６０人に一人といわれる発達障がいの子供たちを療育していくワークショップ
として、今後継続的に全国で展開していく。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

ダイダラの砂箱；プロジェクションマッピングを活用し、高さで色彩を変化

2016年8月24日に第1回ワークショップを開催
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拠点名 「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベーション 中核機関 東京藝術大学

クラウドファンディングの活用
担当機関 東京藝術大学

インターネット専用サイトを通じて広くプロジェクトをＰＲし、プロジェクト達成に必
要な目標金額を設定して、達成意義にご賛同頂いた方からご支援を頂く。ご支
援頂いた方に対しては、金額に応じたリターン（物品）を贈呈する。寄付とPRを
同時に実践するところが特徴的である。

クラウドファンディングとは

「感動」をキーワードとした本拠点の構想は、持続可能な資金循環が課題となって
いる。例えれば「ニワトリと卵」と同じ状況で、コンテンツが無いと資金が集められず、
逆に資金が無いとコンテンツが作れない。このクラシックな因果性のジレンマを解
消し、持続可能な仕組みを構築するため、クラウドファンディングを試行的に活用
した。

持続可能な仕組み作り

学生や教員等が個々人として企画・実施すると、それは単発なイベントで終わり、
持続可能な仕組み作りには貢献しない。そこで、大学内の部局が事務局となって
クラウドファンディング企画会社と連携し、プロジェクト運営は外部有識者を含む
実行委員会を組織して実施するという、まったく新しいスキームを考案・実践した。

実施に際して施した工夫

クラウドファンディングを活用した資金調達の達成は、二つのことを意味する。一つ
は、東京藝術大学COI拠点の活動が、社会一般から幅広い支持を得られている
ことが、目に見える形で実証されたという点である。従来なかった仕組みで大学に
おける研究成果を社会実装するという観点から、COI事業の理念に貢献するも
のと言える。もう一つは、大学が主体的に関わる事業の財源確保手段として、新
たな可能性を示したことである。次期の科学技術基本計画では大学の外部資金、
特に民間からの収入増収の考えが盛り込まれている。従来なかった仕組みの資金
調達を達成したという観点からも、東京藝術大学COI拠点に限らず、大学の外
部資金獲得に新たな選択肢を与えるという波及効果が期待される。

成果の特徴

2016年11月15日に開催された国立大学法人評価委員会総会におい
て、全国立大学における優れた取組・成果の中で特筆される取り組みとし
て、本クラウドファンディングが取り上げられた。

クラウドファンディン
グの成功は、社会
的に極めて大きな
反響を呼んだ。

2016年4月12日
～6月19日の展
示期間中に、約5
万6千人の来場者
が東京藝術大学
の会場を訪問した。

さらに、本展示会
はNHK日曜美術
館で紹介され、視
聴率から計算され
る概算視聴者数は
300万人に上った。
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困っている状況を察知し、必要な情報を予測、探索して利用者に知らせる空気・
行間を読むサービスを開発する。これにより、さまざまな状況で人が互いに真意を
伝えやすくなり理解が深まる。コミュニケーションの質が向上することで人々がいき
いきと仲良く暮らせるようになる。

拠点名 『以心電心』ハピネス共創社会構築拠点 中核機関 東京工業大学

空気・行間を読むサービス
担当機関 東京工業大学、KDDI総合研究所、ラピスセミコンダクタ、ぐるなび

電子メールを使った経験データベースを構築した。さらにこのデータベースを基に思
い出せない事柄やあいまいな記憶を検索する「あいまい検索」ソフトを開発した。こ
れらの成果を基に、会話文を入力することにより自動的にキーワードが検出され、
自分の保存電子メールの中から関連するメールが表示される「あいまい検索」シス
テムを試作した。

一つ、あるいは複数の会話文から重要語を自動的に抽出し、文脈や意味を理解
して検索する「あいまい検索」技術は、本拠点での取組が初めてである。
従来のメールやウェブの検索ソフトであいまい検索と呼ばれるものは、表記ゆれの
補正や、キーワードと部分的に一致する文章の抽出などはできる。しかしこれらは
文脈や意味を理解するものではない。

・電子メールを解析してデータベースを構築、重要語を自動的に抽出
・文脈や意味を理解して検索する「あいまい検索」
・電子メールベースの空気・行間を読むサービスのデモシステム

・話相手の名前や趣味などをそっと教えてもらえることでコミュニケーションが円滑に
なり、互いの意図や真意も理解しやすくなり、社会の活力が向上につながる。

・ビジネスを含め皆が多様な絆で結ばれることが期待され、住みやすく幸福で豊か
な社会が構築される。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

ブログ

・・・

公開情報個人情報
メール

業務資料
経験データベース

高度セキュリティシステム

SNS

空気・行間を読むサービス

空気・行間を読むサー
ビス開発の全体構成

来週秋葉さんが
上福岡にいらっ
しゃるようだけど準
備できてますか？

あ、COIの件で
すね。はい、仕
様書をもとに資
料を作成してい
るところです。

空気・行間を読むサービス
のイメージ

上司から突然
聞かれる

はて何のことだっ
たっけと思ってい
ると、関連メール
がぱっと表示され、
あっ、あれか。

wiki

あいまい検索

「あいまい検索」デモシステム

離れた場所に居ても互いに存在感を感じ、自然な環境で話ができる時空を超え
たコミュニケーションサービスを開発する。これにより、海外赴任など離れて暮らして
いても家族と自然な会話をすることができ、ビジネスの場面でもグローバルに効率
的に仕事が進められワークライフバランスを向上させることができる。

拠点名 『以心電心』ハピネス共創社会構築拠点 中核機関 東京工業大学

時空を超えるコミュニケーションサービス
担当機関 東京工業大学、KDDI総合研究所、リコー、日本電信電話

実際には人に見せたくない場所に居るにもかかわらず、相手やその時々の状況に
合わせた背景画像と自分の映像とを合成し相手に見せると共に、あいまい検索技
術を応用し対話中の音声を基に必要と推定された支援情報を自動的に検索、自
画面に表示する支援情報表示システムを試作した。また、自分の動きに同調して
遠隔で動くぬいぐるみロボットも開発した。

テレビなどで使われている映像合成技術（クロマキー合成）は青や緑の単一色の
背景の下で撮影する必要があり、本サービスで想定される家庭や会社などではこ
のような環境を作ることは困難である。今回試作したシステムでは、どのような背
景であっても使用することができる。また、音声と「あいまい検索」を用いて関連す
るメール情報を抽出・提示する取り組みは初めてである。

・任意の背景画像の中に人物の映像を入れ込み、存在感・臨場感を表現
・音声から話題を抽出し、支援情報・関連情報を周囲の画面に表示
・自分（人間）の視線や動きに同調して動くぬいぐるみロボット

・互いの存在感を感じ、自然な会話ができる環境があれば、老若男女が質の高
いコミュニケーションを通じて社会活動や暮らしを楽しむことができるようになる。

・会社に集まって働くスタイルから、個人の能力を発揮する働き方に社会が変貌す
る中、本サービスはこれからの働き方を支える有効なツールとなる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

映像の入れ込み

支援情報を画面の
周囲に表示

視線・うなずき・手振りなどで自然な対話を
実現するエージェントが人物を演じる

時空を超えるコミュニケーションとは

（あたかも）今ここにいる存在感により
こころがつながるコミュニケーション

時 空間

任意の背景を取り込む

人物映像を入れ込む

成果の概要
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拠点名 『以心電心』ハピネス共創社会構築拠点 中核機関 東京工業大学

つながり共創空間サービス
担当機関 東京工業大学、 富士ゼロックス、 日本電信電話、 ラピスセミコンダクタ、 ソニー、 東京急行電鉄、 電通国際情報サービス、他

つながり共創空間サービスは、人々が集まるコミュニティにおける「場」を活性化し、
人と人の創造的かつ円滑なつながりを支援することを目標としている。そのため
「場」のはたらきを表現する、相互の身体動作の同調現象を可視化し、さらに多人
数計測に拡張することで、共創的コミュニケーションの支援を実現する。結果を社
会システムに実装することで、多様な絆で結ばれ、共感の輪が広がる
「ハピネス共創社会」の実現を目指す人間の振る舞いを超高精度に計測
する技術の開発を通して、人間のコミュニケーション時の身体動作を分
析し、「場」を介した人々の共感を定量化し、その結果を社会システム
に実装することで、多様な絆で結ばれ、共感の輪が広がる「ハピネス共
創社会」の実現を目指す。人間の振る舞いを超高精度に計測する技術の
開発を通して、人間のコミュニケーション時の身体動作を分析し、
「場」を介した人々の共感を定量化し、その結果を社会システムに実装
することで、多様な絆で結ばれ、共感の輪が広がる「ハピネス共創社
会」の実現を目指す。

コミュニケーションの「場」を可視化するために、慣性センサによって計測した身体動
作の時系列データを同調分析(時間周波数解析+相関分析)する手法を新たに
開発した。その結果、周波数帯ごとに異なる多様な同調状態を検出できるように
なった。これに加えて、多人数の計測系に拡張することで、その同調パターンの時
間空間的変化を可視化することにも成功した。

人間のコミュニケーションにおいて身体動作が同調する現象は、従来はビデオによ
る動作解析が主流であり、分析精度が十分ではないという大きな問題が残されて
いた。本研究では、身体動作から直接計測する加速度の時系列データを用いる
ことで、位相差や振動数を含む正確な同調分析が可能となった点に特徴がある。
さらに多人数計測にまで対象を拡大することにも成功した。

・非言語的な身体動作の同調に注目することで「場」を可視化することに成功
・新たな同調分析手法の開発によって極めて精度の高い可視化が可能
・さらに、リアルタイムに同調分析することでコミュニケーション支援が容易

・コミュニケーションの分析手段として、言語によるチャネルに加え非言語的な身体
動作の同調を分析することで、「場」の空気や雰囲気をより良く理解できる。

・多様な人々が集まるオフィス等の空間の中で、「場」や共感を感知し、人と人を
結び付け、ビジネスや地域活動を活性化する共創支援手段として活用できる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

身体動作による同調の計測
対面コミュニケーションにおける、うなずき同調の
時間発展と位相差を周波数帯毎に観測。

つながり共創空間サービスとは

「場」の可視化

人々のはたらき方が、会社組織内
の協調による方式から、多様な背
景を持つ人々がこころざしを共有し
コミュニティを形成してプロジェクト
を推進する方式に移行しつつある。
つながり共創空間サービスは、この
ような共創的コミュニティの形成を、
「場」の活性化を介して支援するこ
とをめざしている。

上記のうなずき同調における
周波数帯ごとの位相差分布
を分析することで、「場」の生
成プロセスにおける多層的な
時間発展のダイナミクスを可
視化できた。
(Scientific Reports, in press)

個人や集団の幸福感あるいは困った状態をセンシングするための、バイタル情報
や脳情報などのセンサを開発し、各サービスの実現に資する。デバイスには超低消
費電力に適した革新的材料が用いられ、省エネ、ゼロパワー社会が実現される。

拠点名 『以心電心』ハピネス共創社会構築拠点 中核機関 東京工業大学

ゼロパワーハピネスセンサ・アクチュエータ
担当機関 東京工業大学、北陸先端科学技術大学院大学、ラピスセミコンダクタ、富士ゼロックス、 ソニー

様々な情動に対し、fMRIの脳情報デコーディング技術により脳波の信号源を推
定し、脳波の情動識別率を70～80％に高めた（IMEKO）。微小な動きを検
出する高感度慣性センサを開発（JJAP）。10軸ウェアラブルセンサ無線モ
ジュールを試作。汗センサに向けテラヘルツセンサの試作（Nature  Photonics, 
IEEE Trans.）。グラフェントランジスタを開発し高性能性を確認（ICSICT）。

従来、脳波による情動推定では情動識別の裏付けが不明だったが、高識別率の
脳波情動識別を達成した。センサネットワークキーデバイスでは今までにない高分
解能、多機能、小型・低電力、無線ウェアラブルセンサモジュールを実現した。革
新的材料であるグラフェンを用いてトランジスタを試作し、高性能スイッチング特性
を確認し、更なる高性能化に向けて世界初の5.7nm幅ナノリボンを評価した。

・ウェアラブルシステムに適した、脳波センシングによる情動の識別
・高性能、多機能、小型、低電力無線センサの実現とデータベースとの連携
・革新的材料グラフェンを用いた超低消費電力トランジスタ評価とプロセス開発

・ハピネスセンサによって、様々なコミュニケーションの場で新たな気づきや真意の理
解が進み、皆が多様な絆で結ばれハピネス共創社会が生まれる。

・ゼロパワーハピネスセンサ・アクチュエータを活用した様々なサービスにより、個人
や集団で安全・安心度や幸福度が高まり、コミュニティの経済的活力が向上する。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

IEEの

慣性を含む10軸センサ
無線モジュール

その結果、
脳波により
情動を70～80%
程度で識別できるこ
とを明らかにした。

IMEKO XXI World Congress, 2015

JJAP 54, 087202 (2015)

International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT2016)

GTFETの急峻スイッチング特性

He+イオンビームによるグラ
フェン膜加工プロセス開発
（最小幅5.7nmの実現）

Nature Photonics (14 November 2016)
IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol. (2016)

情動に対応する
脳波検出のため
の頭部脳波電極

テラヘルツウェアラブルセンサの試作品
写真(左)と汗センサ応用の構造例図（右）

「気」を測る高感度
慣性センサ部断面図

グラフェントンネルトラン
ジスタ(GTFET)の基本構造図

左 右

前

ある情動に対し
fMRI写真で活性部位
(赤)を確認

右

前

左

ある情動に対応する
脳波を解析し、いくつ
かの情動候補を推定

約3cm径

脳波による情動の識別率：７０～８０％を達成

超低消費電力グラフェントンネルFETの基本動作評価とプロセス開発

各種センサの設計・試作
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加齢、生活習慣、現代社会のストレス、癌等により、体内に蓄積する「内在性の
ストレス物質」は、体内の免疫ストレスセンサを刺激することで人間力活性化の阻
害要因となる。ここでは、最先端脳科学・医学・生命科学とエレクトロニクスを融
合し、革新的な人間力センシングシステムの開発を行う。

拠点名 人間力活性化によるスーパー日本人の育成拠点 中核機関 大阪大学

涙液・血清からのストレス物質の検出 ～ストレスバイオマーカーの検出～
担当機関 大阪大学医学系研究科、㈱メディネット

・簡易ストレス定量評価につながるバイオマーカーとしてmtDNAが有望である可
能性を、血清および涙液を用いて、各種疾患や健常人のストレスと関連付けて、
原理検証した。

。

情報表現として可視化することに成功した。・血清や涙液による医療・家庭環境で使用できる簡易ストレス検出システムを構
築する。
・予防医療としての早期感知ストレスチェックシステムの社会プラットフォーム化に
より、労働力活性化・医療費抑制に貢献する。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

ストレス状態の定量的検知に向け、「内在性ストレス物質」に着目、血液・涙液等
の体液中のマーカーを探索した。免疫・炎症疾患や慢性疲労症候群の血清、角
膜疾患の涙液、、病院職員の夜勤後の血清・ストレス時（外来診察）の涙液で
ミトコンドリア(mt)DNA値の有意な上昇が確認され、ストレスバイオマーカーとし
て有望であることを見出した。立

ストレス評価手法として、問診等による心理学的手法や脳波・心拍・脈波等によ
る生理学的評価法は客観性に欠け、コルチゾール検出等による生化学的評価法
は研究室レベルでの評価はあるが定量性に欠ける。本研究では、mtDNAをスト
レスバイオマーカーとして、これを増幅して定量検出できる簡易システムを並行開
発中で、より高い感度と精度が期待できる。

人間力活性化手法を創出し、社会に提供するには、人間の状態を検知する手段
として脳波を測定する事は極めて重要な課題である。また、誰でも、どのような状
態でも精度の高い脳波計測を行う必要があるため、装着者に負担の少ない脳波
計の開発を行う必要がある。

拠点名 人間力活性化によるスーパー日本人の育成拠点 中核機関 大阪大学

パッチ式脳波計測システムの開発
担当機関 大阪大学産業科学研究所、大阪大学医学系研究科、金沢大学こどものこころの発達研究センター、ほか６社

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト
・家庭内、かかりつけ医院、介護施設等で認知症の簡易検査
・睡眠深度モニタリングによる無呼吸症候群や小児睡眠障害の診断
・手動・自動運転制御のための自動車運転中の脳波診断

図1 パッチ式脳波計測デバイスの全体写真（左）と装着イメージ（右）

図2 生体に優しく柔らかな電極
写真（上）と基本構成（電極
部/計測通信部）（下）

図3 医療用脳波計（NeuroFax:日本光電製）
と開発品での前頭（FP1、FP2）脳波の波形比較

“冷却シートを額に貼るような感覚で、容易に装着することができるパッチ式脳波
センサシステムの開発”に成功した。柔軟な電極とシート型ワイヤレス計測モジュー
ル、小型電池で構成され、厚みは6mm、重さは24gと軽く、また生体適合性ゲ
ルにより額に密着させながら脳波をリアルタイム計測できるため、幼児から高齢者
まで、負担の少ない長時間の脳波計測が可能となった。

従来の医療用脳波計では、頭部全体に複数の電極を有線で装着し、導電ゲルを
頭皮に塗布する手法がとられ、ウェアラブルな脳波計でも頭皮に電極を当てる櫛
形電極が必要であるなど、装着者への負担が大きく長時間の装着には適さない。
また、多くのウェアラブルな脳波計は、装着時に、多数のケーブルを伴うことから、
例えば子どもの脳を計測することは極めて困難である。

・生体適合性材料や脳波以外の生体電位をキャンセルするアルゴリズム搭載
・前頭脳波情報に限られるものの医療機器と同じ計測精度を持ち、負担の少な
い長時間の脳波リアルタイム計測を実現
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腸内フローラが免疫力に関わることが分かってきており、人間の活性化との関係が
注目されている。本研究では、免疫力・脳と深い関係のある腸内フローラを改善し、
ストレス除去・抗うつ作用・睡眠しやすい状態を作り出すことで、脳の活性化・人
間力活性化実現に貢献する。

拠点名 人間力活性化によるスーパー日本人の育成拠点 中核機関 大阪大学

腸内フローラ改善による人間力活性化
担当機関 大阪大学産業科学研究所、大阪大学医学系研究科、 ㈱ファイン

・善玉菌に有用な成分を含むサプリを開発し、腸内フローラ改善（vs.善玉菌）
・毒物を排出する細菌のタンパク質を阻害し、毒性軽減（vs.中間菌と悪玉菌）
・菌を殺すことなく毒性を抑制し、宿主と細菌の共生（薬剤耐性菌出現抑制）

・ストレス除去/免疫力向上により、脳の活性化・人間力活性化
・健常人のクオリティーオブライフの向上と健康寿命の延伸
・免疫性の人為的コントロールによる、疾患の予防や新規治療法開発

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

腸内フローラに含まれる善玉菌の活性化に加え、悪玉菌と中間菌にも着目、細
菌の毒性を軽減する新たな手法を開発した。前者については、地方自治体と協
力し、野菜からサプリを開発、後者については、悪玉菌と中間菌にのみ有効な排
出阻害剤を探索、細菌の毒物排出抑制物質のスクリーニング方法を開発した。
免疫力との関係についても関節リウマチで増加する腸内細菌を特定した。

従来の腸内フローラ改善方法ではヨーグルトをはじめとする善玉菌摂取や糞便移
植など菌を直接摂取する手法が主であるが、いずれも定着性に問題があった。本
研究では、新たな腸内フローラ改善法として、悪玉菌と中間菌にも着目、体内の
比率を変えずに、これら細菌の毒性を抑制するファージや効果の高い阻害剤を開
発した。また、免疫力との関係についても医学的見地から並行検証中である。

画像・絵図をお願いします。

人間力活性化において幼児期からの介入は極めて重要である。自閉症等の発達
障害を脳の個性として捉え、その「見える化」を出発点として、社会性習得と潜在
力伸長を支援する。幼児用MEG等による脳機能の見える化、ワーキングメモリ・
社会性発達に関わる要因の探索、ロボットによる介入等の研究に取り組んでいる。

拠点名 人間力活性化によるスーパー日本人の育成拠点 中核機関 大阪大学

脳の個性を活かした子どもの健やかな心の育成
担当機関 金沢大学、大阪大学、福井大学、浜松医科大学、国立精神・神経医療研究センター、金沢工業大学、㈱PFU

・主に自閉症児を対象とした脳機能研究から、言語獲得や社会性に関わる生理
学的指標、脳ネットワークの特徴の抽出に成功しており、今後、空間認知やワー
キングメモリーの発達の指標になる脳活動抽出に繋がると期待できる。

・子どもの脳の個性を踏まえた、社会性習得・ワーキングメモリ強化のための早期
介入社会プラットフォーム化
・ワーキングメモリ強化トレーニング方法、療育ロボットの開発

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

幼児の脳の「見える化」については金沢大学の世界に３台しかない幼児用MEG
を用いて、言語獲得や社会性、自閉症に関わる脳ネットワークの特徴を見出す等
先駆的な研究成果が得られている。さらに7研究機関の緊密な連携の下、児童・
思春期の発達障害、成人期躁うつ病、高齢期認知症についての脳の「見える化」
のほか、局所的脳機能評価用超伝導センサ、共感性ロボットの開発も進んでいる。

2014年にPhiladelphia大学より乳児用MEGが発表されるなど、幼児の脳機
能測定研究が世界で加速している。2009年から稼働している金沢大学の幼児
MEGは、親子同時測定が唯一可能で、3～6歳の自閉症研究の実績において
世界をリードする研究成果が得られている。

言語獲得に関わる生理学的指標として、左聴覚野
の成長曲線を導出

複雑性の解析（非線形解析“マルチスケールエント
ロピー”）をもちいて、自閉症児の脳の特徴を検出

自閉症スペクトラム障害幼児は脳の左前方部と右
後方部のつながりが低下、社会性との相関を確認

音声情報処理反応から、自閉症幼児においては脳
の左右半球のシンクロが低下していることを検出

脳の個性の「見える化」研究

共感性ロボットの開発
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ると人工内耳の磁石ノイズは小さく(A1とB1)、
電磁的ノイズの影響も少ない（A2とB2）。

感度極限超伝導センサの開発

共感的フィードバックを生成するアーキテクチャ
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A2

B1

B2

青：社会性が高いほど、複雑性が高い
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拠点名 精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 中核機関 広島大学

感性可視化技術を社会実装に繋げるための開発プロセスの構築とKANSEIコンソーシアムの組成

Ⅰ. 研究アプローチの設定と要素技術の抽出

• fMRIなどと社会環境下で計測できる代用特性と
を同時計測する研究アプローチを採用した

• 社会実装の観点から必要な要素技術を抽出し
た

• 大学研究者と企業エンジニアが一緒に考え、要素
技術の関係性を整理し、技術シナリオを構築した

• シナリオを関係者で共有するため見える化した
• 相互依存関係にある技術間に分科会を設置し、コ
ミュニケーションを通して研究の方向付け（軌道修
正）を行っている

Ⅱ.技術シナリオの構築・見える化と分科会の設置

• 先行開発対象（クルマ）を設定し、社会実装
開発と要素技術開発を効率的に実施している

• これらの成果を参画企業で共有、展開するため
の場としてKANSEIコンソーシアムを組成した

Ⅲ.先行開発対象（クルマ）の設定と
KANSEIコンソーシアム組成

の部分に分科会を設置

先端基礎研究の成果を社会実装に繋げるために、
I. 社会実装化を図るための研究アプローチの設定と要素技術の抽出
II. 技術シナリオの構築・見える化と技術間コミュニケーションとのための分科会の設置
III. 社会実装を効率的に進めるための先行開発対象（クルマ）の設定とKANSEIコンソーシアム組成による

参画企業への技術展開
のプロセスと体制（コンソーシアム）を構築した

先端基礎研究の成果を社会実装に繋げるために、
I. 社会実装化を図るための研究アプローチの設定と要素技術の抽出
II. 技術シナリオの構築・見える化と技術間コミュニケーションとのための分科会の設置
III. 社会実装を効率的に進めるための先行開発対象（クルマ）の設定とKANSEIコンソーシアム組成による

参画企業への技術展開
のプロセスと体制（コンソーシアム）を構築した

新しい産学連携新しい産学連携

研究成果 １研究成果 １

研究成果 ３研究成果 ３
研究成果 ４研究成果 ４

※ は、他の資料との関係

研究成果 ２研究成果 ２

拠点名 精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 中核機関 広島大学

基礎研究と社会実装開発の新しい連携方法を開発
基礎研究と社会実装開発をシームレスに連結するため、新しい連携方法を開発した

I. アンダ―ワンルーフでの研究者とエンジニアのディープディスカッションプロセスを開発
II. アンダーワンルーフでの産学協働研究開発活動プロセスを開発

基礎研究と社会実装開発をシームレスに連結するため、新しい連携方法を開発した
I. アンダ―ワンルーフでの研究者とエンジニアのディープディスカッションプロセスを開発
II. アンダーワンルーフでの産学協働研究開発活動プロセスを開発

Ⅰ.アンダ―ワンルーフでの研究者とエンジニアのディープディスカッションプロセス
“モデル化”を軸に、アンダ―ワンルーフで研究者とエンジニアが喧々諤々して基礎
研究と社会実装開発のシナリオを考え、方向付けするプロセスを開発した

• 基礎研究のプロは研究成果を企業に分かるように説明し、企業は具体的な
ニーズ・課題を研究者に分かるように説明する

• これを何度も繰り返せば、お互いに発見、驚きが生じる
• 発見、驚きを基礎研究と製品開発にそれぞれフィードバックすることでそれぞれ
のレベルが上がっていくと共に相乗効果が生まれる

Ⅱ.アンダーワンルーフでの産学協働研究開発活動プロセス
”過去の延長線上“や”単なるシーズニーズマッチング“ではイノベーションは
起こらない
基礎研究と社会実装開発が相互に活動レベルで協働しながらスパイラル
アップすることがイノベーションの源泉になる

• 新しい基礎研究に着手すると共に、社会実装に必要な技術も並行して
取り組む

• 基礎研究の早い段階から研究開発成果、技術を社会実装開発に取り
込み、社会実装上の課題を抽出する

• これら課題を基礎研究、社会実装開発にフィードバックして、活動レベル
をスパイラルアップしていく

新しい産学連携新しい産学連携
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本拠点は、「物と心が調和する社会」の実現を目指し、Brain Emotion 
Interface（BEI）の開発に取り組んでいる。本成果は、ワクワク感を題材に、
感性を脳科学ベースで可視化する基本技術を開発した点で、BEIの基盤技術開
発に貢献する。

拠点名 精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 中核機関 広島大学

脳科学に基づいた感性（ワクワク感）の可視化の基礎技術を開発
担当機関 広島大学、マツダ

Damasio、Sethの情動、感情モデルに立脚して、感性多軸モデルおよび感性
脳ネットワーク仮説を立案した。fMRIにより脳ネットワーク仮説の妥当性を検証
した。fMRIで得られた知見を踏まえて、感性多軸モデルにEEG情報を織り込んだ
リアルタイム感性モニタリングの基礎技術を開発し、特定個人においてその有用性
を検証できた。さらに、実装環境下（実装車両中）での計測実験にも着手した。

近年、顔表情や声、あるいは脳波データなどから感情や感性を可視化する技術
が開発されつつある。しかしこれらは、単純な機械学習に基づいたものがほとんど
であり、脳・生体メカニズムの根拠には乏しい。本成果は、情動、感情を区別して
感性を脳科学的に定義し、fMRIによる検証を踏まえて感性を可視化する基本
技術を開発した点で革新的である。

・感性を情動、感情と区別して脳科学的に定義し、脳ネットワーク仮説を立案した。
・快軸、活性軸に第3軸を加えた感性多軸モデルを独自に立案した。
・fMRIを用いて、脳ネットワーク仮説と多軸モデルの妥当性を検証した。

・ワクワクするクルマ運転に資する全ての技術の開発プロセスが革新する可能性
がある。

・本成果をワクワク以外の感性を可視化する技術開発に応用することにより、
様々な製品、サービスの開発プロセスに大きなインパクトを与える可能性がある。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

fMRIを用いて
妥当性を検証

期待感

後帯状回
θパワー値

後帯状回
βパワー値

視覚野
θパワー値

脳活動値を
入力

ワクワク感 = 
a×快 ＋ b×活性 ＋ c×期待感

EEGを用いて
快、活性、期待感を可視化

感性脳ネットワーク仮説を立案

感性多軸モデルを立案

主観評価により
ワクワク感心理軸モデルを構築

情動、感情モデルに
立脚して、感性を定義

期待感快 活性

社会実装開発

研究成果 １研究成果 １

快

活性

感性可視化の基礎研究成果を先行開発対象であるクルマに早い段階で織り込
み、社会実装におけるポテンシャル把握と課題の早期抽出を行う。
その結果を、基礎研究及び他事業（他企業）にフィードバックすることで、研究

開発を効率的に進める。

拠点名 精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 中核機関 広島大学

基礎研究成果（感性の可視化）の社会実装応用
担当機関 広島大学、マツダ

感性可視化の基礎研究成果と関連付けた脳波からの感性推定技術を実車両
に搭載し、運転時の感性（ワクワク感）のリアルタイム計測を実施した。
精度向上、搭載性改善、ノイズ対応など課題は多くあるものの、脳波からの推

定値は、主観評価と比較的良い相関を示すことが明らかになりつつある。

基礎研究成果（感性に関する脳メカニズム）と関連付けた脳波からの感性推
定技術を車両に搭載し、疑似社会環境下（試験場）において、実車においてリ
アルタイムに感性を可視化することができた。
また、感性状態に応じて運転環境を切り替える制御も搭載している。

社会実装に向けたプロトタイプ車両を使って、基礎研究成果の社会実装可能
性の検証及び課題出しを早期に行うことができた。先端基礎研究と社会実装開
発を効率良く行う産学協働研究開発の新しいプロセスが開発できた。

・感性を直接計測しながら社会実装開発ができるようになったこととで、感性に呼
応するモノづくりがし易くなった

・先行開発対象で得られた知見は、幅広い事業に展開でき、その社会、経済にお
ける拡張性は高い。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

期待感

後帯状回
θパワー値

後帯状回
βパワー値

視覚野
θパワー値

脳波を用いて
快、活性、期待感を可視化

期待感快 活性

研究成果 ２研究成果 ２

快

活性

基礎研究の成果

車両搭載における課題への対応

感性可視化技術を搭載したプロトタイプ車両
リアルタイムに感性状態を推定し、
その状態に応じて、
運転環境（視界や操作性など）を
制御するシステムを組み込み

30



本拠点は、「物と心が調和する社会」の実現を目指し、BEIの開発に取り組んで
いる。本成果は、脳科学の基礎知見に基づいてクルマ窓枠のモデルベース開発コ
ンセプトを構築した点で、BEI技術の実装開発に貢献する。

拠点名 精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 中核機関 広島大学

視覚注意の可視化のモデルをクルマの窓枠に適用
担当機関 自然科学研究機構生理学研究所、広島大学、マツダ

産学が連携し、脳科学の基礎研究の蓄積のある視覚注意の可視化技術に基
づいて、クルマ窓枠の視界視認性を実装環境下で評価するモデル開発コンセプト
を構築することができた。さらに、実装環境を模擬したタスクを用いてfMRI実験を
行い、脳科学の観点から運転視界に関する知見を得ることに成功した。

クルマの窓枠がドライバーに及ぼす影響は、人間工学、感性工学の側面から評
価されることが多い。本拠点では、それらに加え、視覚注意に関する科学的な知
見に基づき、窓枠が注視に及ぼす影響を定量的評価することを試みた（マツダ、
生理研）。さらに、窓枠形状により変化するオプティカルフロー（OF）が脳反応
に与える影響をfMRIで可視化することにも挑戦した（マツダ、広島大）。

・クルマの窓枠を対象に実装に近い環境下でサリエンシーマップを適用した。
・実装環境を模擬したfMRIタスク（映像）を開発し、運転視界と脳反応との関
係の理解に挑戦した。

・クルマの窓枠設計に対する官掛け方が革新する可能性がある。
・本成果は視覚注意と関連する様々なビジネス領域において感性を高める製品、
サービスの開発に大きなインパクトを与える可能性がある。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

サリエンシーマップを活用して視覚注意を可視化 Itti & Koch 2000
Yoshida et al.,2012を改変

サリエンシーマップを運転視界の評価に応用

fMRIからの運転視界の理解にチャレンジ

オプティカルフロー (OF) を算出

マップ化

長方形型 台形型

OFの逆流の
発生場所と重なる

ピラーの傾き大ピラーの傾き小
ピラーに沿ってサリエンシーの
高いエリアが上方に広がる

長方形型 台形型

OF逆流

青だけ目立つ

目立つ所を
マップ化

運転模擬環境を
fMRI内で構築

OF逆流の
時系列変化を算出

OF逆流の発生タイミングと
相関して楔前部が賦活

脳活動計測を窓枠の
設計に生かせる可能性が出てきた

窓枠形状の違いによる
脳活動への影響を調べた

研究成果 3研究成果 3

”感性の可視化”、“知覚の可視化”のみの研究では、目指すべき姿は実現で
きない。 フェーズ１では、これらの研究の成果を社会実装するために必要な要素
技術全てを並行して開発し、フェーズ２以降にこれら要素技術と感性の可視化の
研究成果を統合していく。

拠点名 精神的価値が成長する感性イノベーション拠点 中核機関 広島大学

感性の可視化技術を社会実装につなげる要素技術の開発（抜粋）
担当機関 静岡大学、ブルックマンテクノロジ、産業技術総合研究所、広島市立大学、広島大学、マツダ

”感性の可視化”、“知覚の可視化”の研究成果を社会実装するために必要な
要素技術を洗い出し、それらの開発をオールジャパンの体制で同時並行開発して
きた。 その結果、各要素技術単位でも使えるレベルの成果が出てきた。
今後は、これらの技術と可視化技術を統合することで、社会環境下で感性状態

をリアルタイムに推定し、製品、サービスにフィードバックできる技術を確立する。

従来型の基礎研究は、基礎研究成果をそのまま社会実装に適用しようとするた
め、実装上の多くの課題を基礎研究者が解決することができず、社会実装できな
いことが少なからずあった。
本拠点では、研究者と企業エンジニアが研究開発の初期段階から一緒に社会

実装に必要な技術を洗い出し、同時並行で取り組んでいることに特徴がある。

社会実装を見据え、基礎研究（コア技術）だけでなく、社会実装に必要な技
術を同時並行して開発した。

・基礎研究成果（感性の可視化、知覚の可視化）が社会実装できることで社
会に大きなインパクトを与えることができる

・各要素技術単独でも社会的、経済的価値があることから、技術単品での新しい
ビジネス創出の可能性もある。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

研究成果 ４研究成果 ４

モデル不要のデータ指向型フィードバック
制御に感性状態を織り込むことで、ユーザ
の感性状態に応じた最適（快適）制御
を開発

ユーザの価値観、行動様式をクラスタリングし、各ク
ラスターがどのようなシーン、コンテクストでワクワクす
るかのモデルを開発

顔の画像から、表情、血流、視線・瞳孔の状態や変化など
検出する技術を開発

言語情報と発話音声（抑揚な
ど）から感性の状態を推定する技
術を開発
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開発したデバイスをシステム化し、実際の生活の中で価値を試す実証研究の場を
整備した。「生活を変える」を目標に、建築、照明、人文社会、有機エレクトロニク
スなど、多様な専門家が集まり、未来の家、暮らし、社会のあるべき姿を想定して、
快適・健康で心豊かな生活を実現するために必要な技術を開発する。

拠点名 フロンティア有機システムイノベーション拠点 中核機関 山形大学

アンビエント快適空間創造・有機イノベーションシステム ～実証工房：スマート未来ハウス～
担当機関 山形大学、大日本印刷(株)、積水ハウス(株)、ＮＥＣライティング(株)、パナソニック(株)、コニカミノルタ(株)、日本ゼオン(株)、

(株)カネカ、三菱重工業(株)、Lumiotec(株)、(株)KEN OKUYAMA DESIGN、伊藤電子工業(株)、東北芸術工科大学、
日本電気(株)、パラマウントベッド(株)、仙台高等専門学校

米沢オフィス・アルカディアに、有機エレクトロニクスデバイス・システムの実証工房
として「スマート未来ハウス」を整備し、オープンした。スマート未来ハウスでは、快
適な眠りと人に優しい有機EL照明の実験空間、生体センサ、コミュニケーション
ウォール、有機太陽電池の発電する窓など、研究成果を実際に製品の形やシステ
ムに進化させ、社会実装段階へ進めるための実証研究を進めている。また、大学
と家を繋いで、遠隔操作・遠隔見守りを実現するシステム基盤を構築した。

従来のエコハウスの概念を超え、将来の「ありたい暮らし」からバックキャスティング
した住まいや「人が求めるもの」の実現を目指す。従来にない有機EL照明・快眠
システム、センサ、太陽電池などの導入で快適・健康で豊かな暮らしを実現する。

・快眠寝室～新規快適有機EL照明システムとベッドセンシングによる実験空間
・ダイニング～有機EL植物栽培、有機EL照明による健やかな食卓空間の提案
・リビング～コミュニケーションウォール、発電する窓 ・バスルーム～健康センサ等

・有機EL照明システム提案による普及加速（2026年4000億円市場規模）
・不眠改善による日本人の生産性向上（年間3.5兆円経済損失の改善）
日本人の2割に不眠症の疑いがあると言われているが、ブルーライトが少なく
人に優しい有機EL照明を用いた快眠システムで睡眠と日中の活力を改善する。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

断面図

実証工房：スマート未来ハウス内部

外観図

高臨場感の
実験空間・

リビング
ルーム

発電する
窓の

実証実験
快適な

眠りと照明の
実験空間・
ベッドルーム

自然を感じる
快適・未来の
バスルーム

有機の光で
空間を演出・
ダイニング

ルーム

癒しの光の
実験空間・

有機EL茶室

コミュニケーション
ウォール 寝室有機EL照明

発電する窓 ベッドセンシング

有機EL植物栽培

山形大学 実証工房：スマート未来ハウス

スマート未来ハウスで進めるシステム開発・実証

未来の活き活きとした暮らしや産業を支える「コミュニケーションウォール」（壁紙
ディスプレイ）や、超薄型・軽量の次世代有機EL照明・太陽電池の実現には、
生産性が高く、低コスト化を可能とする塗布・印刷プロセス及びフレキシブル化技
術などの開発が必須である。日本のエレクトロニクス新市場創出にも貢献する。

拠点名 フロンティア有機システムイノベーション拠点 中核機関 山形大学

アンビエント快適空間創造 ～塗布・印刷法を用いたデバイス作製技術～
担当機関 山形大学、大日本印刷(株)、コニカミノルタ(株)、日本ゼオン(株)、三菱重工業(株)、Lumiotec(株)、伊藤電子工業(株)

目標実現の鍵となる、塗布型多層積層デバイスの作製技術において、下層を溶
かさずに塗り重ねるための材料設計指針を導出し、９層を塗布形成した高効率
マルチフォトンエミッション(MPE)型白色有機EL素子の開発に成功した。塗布型
有機トランジスタで駆動するフレキシブル有機ELディスプレイの試作にも成功し、
印刷型ディスプレイ実現に向け重要な塗布型デバイス要素技術を構築した。

従来のガラス基板シートと真空成膜・フォトリソグラフィーを多用した製造プロセス
と比べて、プラスチックフィルムとロールtoロール印刷を用いた次世代製造プロセス
では、基板コスト、設備価格、処理能力でそれぞれ数倍から十倍以上の原理的な
優位性があり、塗布・印刷法によるデバイス作製技術を確立することで、革新的
なエレクトロニクスデバイス製造方法と成り得る。また、薄く、軽く、曲げられる。

・塗布型多層白色有機EL素子の作製方法の開発と高効率化に成功
・塗布型有機トランジスタで駆動するフレキシブル有機ELディスプレイ試作に成功
・透明・フレキシブル有機ELパネル、透明有機太陽電池の試作に成功

・フレキシブル有機エレクトロニクスデバイス（2026年、2兆円世界市場、有機
ELディスプレイ、有機EL照明、有機太陽電池等）実現の鍵となる製造技術

・製品のサイズや曲面性、デザイン性に大きな自由度を与え、新しい製品群や新
市場（コミュニケーションウォールや壁紙照明など）を生む可能性がある。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

山形大学が目指す全印刷型
フレキシブル有機ELディスプレイ

山形大学が試作した
フレキシブル有機ELディスプレイ

塗布法による有機EL製造技術の利点

高輝度・長寿命を実現する塗布型MPE構造

Al (+)

PEDOT:PSS (40nm)

G+R LEU 2 (70nm)

PEIE (10nm)

ZnONPs (10nm)

n-PEDOT:PSS 

PEDOT:PSS 

Blue LEU 1 (70nm)

PEIE (10nm)

ZnONPs (10nm)

Glass / ITO (–)

100μm
印刷によるトランジスタ形成技術

フレキシブル有機EL封止技術

全印刷型フレキシブル有機ELディスプレイを達成する要素技術

コミュニケーションウォール（壁紙ディスプレイ）を目指して
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日々の生活におけるストレスやバイタルデータ、運動量などを、無意識計測できる
ヘルスケアモニタリングを広く普及することで、少子高齢化社会における予病を充
実し、死ぬまで健康で医療費を削減できる健康長寿社会の実現に貢献する。

拠点名 フロンティア有機システムイノベーション拠点 中核機関 山形大学

健康長寿自立ヘルスケア ～無線通信機能搭載生体センサのウエアラブル化～
担当機関 山形大学、サトーホールディングス(株)、東レエンジニアリング(株)、ＪＳＲ(株)、横河電機(株)、ソニー(株)、ＤＩＣ(株)、

産業技術総合研究所

モニタリングに必要な生体センサをフレキシブル基板上に印刷技術で作製し、無線
通信など一部機能ではSi LSIを用いて印刷製法で実装することで、有機センサと
Si LSIを融合したフレキシブルハイブリッドセンサを実現した。このウエアラブル生
体センサの1つのトライアルとして体温の測定に成功。さらに心拍測定を想定した
有機FET増幅型圧力センサを印刷技術で作製し、脈拍の測定に成功した。また
産総研では唾液FET硝酸イオンセンサによるストレス検出実証試験に成功した。

衣服へ組み入れたセンサ、無機センサチップの組み合わせなど、各種センサが提案
されているが、本技術は印刷製法により多種多数センサを同一フレキシブル基板
上でセンサアレイの形で融合できる。さらに将来ケミカルバイオセンサの融合も狙う。
身体に直接装着できるセンサアレイ、多地点センシングを低コストで実現できるた
め、より的確な生体センシングを広く普及することが可能である。

・直接身体装着による的確な計測が可能なウエアラブルセンサ
・規格準拠した無線通信機能搭載による既存端末でのネットワーク接続
・印刷製法により機能を集積した低コストフレキシブルデバイス

・多種センサアレイのウエアラブル化による、日々の生活空間での的確なヘルスケ
アモニタリングの実現、多種センサアレイ・多地点センシングを低コストで実現

・無線通信でのクラウドネットワーク接続により、多くの人への普及を実現

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

PVDF
圧力センサ

有機FET
増幅回路

• 病気予兆をモニタリング
• 無線通信でデータ収集
低コストセンサにより
多くの人に普及

無線通信機能搭載フレキシブル印刷体温センサ
（13.56 MHzパッシブ無線通信）

ウエアラブル生体センシングによる健康長寿社会の実現

無線通信機能を搭載した生体センサの開発・ウエアラブル化

❷
介護医療費
大幅削減

有機FET増幅型印刷脈拍センサ

社会保障給付費 (兆円)• 精神ストレス
• 運動ストレス
• 糖尿病
• ・・・・

❶ 皆が健康で長寿，高いQOLを享受

材料、プロセス、デバイス技術からなる、プリンタブルエレクトロニクスの総合的な
研究開発プラットフォームを構築し、印刷法によるスマートデバイス製造技術の実
現と、ベンチャー会社設立等による事業化への貢献に寄与する。

拠点名 フロンティア有機システムイノベーション拠点 中核機関 山形大学

健康長寿自立ヘルスケア・未来ものづくり ～印刷プロセス基盤技術～
担当機関 山形大学、サトーホールディングス(株)、東レエンジニアリング(株)、ＪＳＲ(株)、横河電機(株)、ソニー(株)、ＤＩＣ(株)

低温焼成可能で高精細印刷装置での使用に適合した独自銀ナノインクと微細パ
ターニング技術の開発に成功。プロセス技術、ロールtoロール印刷装置から応用
デバイス試作まで、総合的な研究プラットホームを構築した。インク開発製造、デ
バイス試作等を請け負う大学発ベンチャー(株)フューチャーインクを2016年4月
に設立した。さらにインライン有機半導体膜品質評価の基本技術を開発した。

従来の印刷配線技術では、液滴サイズ以下の微細配線形成は困難であったが、
独自の親撥制御技術と、世界で唯一の基板歪補正機能搭載ロールtoロール装
置により、10μm以下の配線幅で銀ナノ粒子のインクジェット配線を実現、目標
の一つである印刷生体センサ用の必要線幅をクリアした。またインライン半導体膜
質評価による高性能有機TFTアレイ製造技術は世界初の技術である。

・高精細印刷装置向けの高機能銀インクを開発し企業化
・ロールtoロール印刷デバイス製造装置を開発、大面積有機TFTアレイを試作
・印刷有機TFTの半導体膜質評価によるインライン製造QC技術

・装置とインクをセットで開発し、企業連携・技術移転を担うベンチャーを創出した
ことで、プリンタブルヘルスケアセンサなど、全く新しい事業領域でプリンタブルエレ
クトロニクスの突破口を開き、新市場の創出を目指す。さらに将来の量産化へ
の展開に地元企業が参画することにより、地域経済の活性化に貢献する。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

ロール to ロール印刷プロセスで
試作した大面積有機TFTアレイ

（Sheet size: 90 x 60 cm）

ベンチャー会社設立/事業内容

自己整合 親撥分離パターニング技術

配線幅；8μm 10μm 20μm

レーザ直描

親水性
撥水性

基板

イン
ク

微細Ag配線

微細配線/構造を実現する印刷プロセス技術開発・ベンチャー設立

インライン製造QC向け
有機半導体膜品質評価技術
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医療技術の高度化により、医療の経済格差や地域格差が生じているが、本材料
技術の応用展開により、血中癌細胞などの高度な検査を安価で簡便な方法で
実現可能とする。革新的な生体親和性材料の応用を実現し、医療格差が解消
されどこでも安心して暮らせる社会を目指す。

拠点名 フロンティア有機システムイノベーション拠点 中核機関 山形大学

健康長寿自立ヘルスケア ～生体親和性材料～
担当機関 山形大学、大塚化学(株)、(株)パイオラックスメディカルデバイス、住友ゴム工業(株)

独自に提案した新たな原理（中間水理論）にもとづき、高分子構造を設計する
ことで、細胞及びタンパク質の吸着性を制御できる、選択性を有した材料表面を
見出した。本原理を応用し、転移癌患者様の血液から癌細胞のみを接着により
検出する基本動作の確認に成功した。また、従来よりも長期の開存が期待できる
胆管ステントを試作した。

血中循環癌細胞の検出は、抗体あるいはサイズの違いをベースとした技術により
開発されているが、誤診の可能性もある一方で、特殊な装置や技術が必要であ
るため、診断費用も高騰している。本技術は安価かつ特殊な装置や技術が不要
であり、また原理的にすべての血中循環癌細胞を検出できる。また胆管ステントは、
1週間-1カ月で閉塞していたが、より長期間開存する可能性が期待された。

・独自の理論「中間水理論」にもとづき、新たな生体親和性材料を設計
・開発した材料を塗布し、タンパク質の吸着現象(閉塞の原因)を制御
・タンパク質の吸着現象を制御することで、種々の細胞の接着現象を制御

・安価でかつ単純な原理により血中循環癌細胞を検出する原理を提案することで、
高価かつ特殊な装置を必要としない診断デバイスを開発し、医療の経済格差、
地域格差を解消する。また、高騰する社会保障費用を削減する。

・留置した胆管ステントの交換回数を減らすことで患者様の生活の質を向上する。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

①血液中に現れる癌細胞を選択的に検出し、癌転移を安価に診断できるデバイス

②生体分子の吸着を抑制し、生体内に埋植しても長期間開存する胆管ステント

中間水理論により設計した生体親和性材料を用いたデバイス開発例
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“個を活かす持続可能な社会”を、レーザー技術を駆使した個別大量生産技術の
確立により実現する。そのための端緒として、非熱的レーザーを中心とした新たな
高速自由加工を開発して、省エネルギー材料として航空機、自動車を始め、土木、
建築等への展開が期待されるCFRPの高精度・高速自由加工を実現する。

拠点名 コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点 中核機関 東京大学

難加工性材料の光加工技術開拓：炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の高精度切断
担当機関 東京大学、三菱電機（株）、東レ（株）

工業的に用いられる多くのレーザー加工は熱反応を主体とした切断であるため、
CFRP等の複合材料や樹脂の加工では切断領域に熱損傷が発生してしまう。
ここでは、非熱的なレーザー高精度加工を実現する一環として短波長UVレー
ザー加工を開発して、熱損傷の抑制を可能にした。幅広い材料の精密自由形状
加工に展開できるとともに、引張強度等成形材料特性向上も期待できる。

現在CFRPでは機械加工やウォータジェット加工が使われているが、前者は剥離、
粉塵、高ランニングコストの問題が、後者は廃液処理、CFRPへの吸湿の問題が
ある。また、レーザー加工は自由加工が行える利点があるが、市販のCO2やファ
イバーレーザーでCFRP切断加工を行うと、大きな熱損傷領域が発生し、その結
果、層剥離や機械的強度劣化の問題が懸念されていた。

・熱損傷低減を実証：熱損傷が抑制できるレーザー加工条件を見出した。
・レーザー切断による炭素繊維のダメージ低減を実証：短波長レーザーでは、引
張強度低下要因の一つである炭素繊維の結晶化が抑制できることをラマン分
光により明らかにした。

・CFRPの高精度レーザー自由加工が実現できる見通しが得られ、飛行機・自動
車を始め主要産業への適用範囲が広がる可能性大。

・CFRPの適用拡大で、さらなる低CO2排出社会への実現への期待大。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

画像・絵図をお願いします。

ファイバーレーザー（既存技術）
（波長 1030nm)
樹脂部が後退しており、熱損傷領域
が少なくとも200μｍ程度は発生する。

UVレーザー
（波長 258nm)
熱損傷領域は5μｍ程度まで
抑制され、高精度加工が実現
されている。

種々の条件でのCFRPレーザー加工を実施

炭素繊維

樹脂

CFRPレーザー加工断面SEM写真
（炭素繊維の直径：5μm）

“個を活かす持続可能な社会”を、レーザー技術を駆使した個別大量生産技術の
確立により実現する。ものづくりにおいて切断・切削と対を成す造形の達成により、
製造の多様化を図る。3次元光造形を中心に実施することにより、幅広い個別大
量生産技術を確立する。

拠点名 コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点 中核機関 東京大学

高度光造形・光改質：高精細・高速3次元造形技術
担当機関 東京大学

これまで困難だった“微細造形（解像性）と高速造形（高スループット）の両
立”を実現する1次元規制液面法を開発して、プロトタイプ機（RECILSと命
名）により実証した。性能やコンパクトさを広く宣伝するため展示会に実機出展。
造形装置とアプリケーションの双方で、高い評価と関心を得た。現在事業化に向
けてマーケッティング活動を実施中である。

各種造形方式の比較
熱溶解積層(FDM) 粉末造形(SLS) インクジェット 本技術

解像性 劣 劣 劣 優
造形速度 遅い 遅い 速い 速い

・有効性のアピール：プロトタイプ機を製作して、展示会で発表。
・実デバイス造形に着手：一般企業からの造形依頼に対応。雑誌（日経ものづ
くり）にも掲載され、その優位性が高く評価される。

・本光造形システムの提案は、これまで形成不可能だった3次元微細構造デバイ
スを”量産”できることに繋がるため、化学、医療、バイオなどの分野の他、軽量
強靭性を生かした新たな商品や産業を生み出す機会となり、インパクト大である。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

80 mm
試作した3DプリンターRECILSの外観写真

造形例１：マイクロ流路デバイス

20 m m

80 m m

微細造形（解像性）と高速造形を両立した
例として、多分岐（211=2048分岐X2系
統）に入り組んだ超微細配管を形成。最小
寸法0.2mmφを有する一辺約4cmの立方
体構造が、70分程度で形成可能となる。

20X50ｍｍの円筒樹脂に φ0.3の貫通穴
(長さ50㎜）を86本配置した構造。機械加
工を含めて従来技術では微細な穴をここまで
長く形成させることは不可能であった。現在こ
の構造体はハイブリッドロケット燃料の試験研
究に用いられている。

造形例２：微細管マルチポート

造形例３：中空構造
従来の3Dプリンターでは、完全に閉じて、且つ
空隙が制御された中空構造を高い生産性で
製造することは困難だったが、RECILSは、完
全に閉じて形状制御された中空構造をサポー
ト無しで形成可能とした。

装置サイズ；250 x 400 x 500 mm
と省スペース設計でありながら、
造形サイズ；90x120x100 mm
を可能にした。
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“個を活かす持続可能な社会”を、レーザー技術を駆使した個別大量生産技術の
確立により実現する。今後産業として適用性が高い超広帯域コヒーレント光源、
コヒーレントEUV光の発生と計測技術の開発を推進し、産業利用に資する光源
と利用技術の実現を目指す。

拠点名 コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点 中核機関 東京大学

超広帯域コヒーレント光源、コヒーレントEUV光源の開発とその利用技術
担当機関 東京大学、理研、ギガフォトン（株）

①小型レーザー設備のフォトンリングは、複数のポートから異なる波長の光を取り
出すことが出来、様々な分析技術への応用が期待されている。既に、パルスエネ
ルギー1mJを実現し、高次高調波発生によりUV光発生を確認した。
②EUV露光用光学部品評価用テーブルトップ型検査装置の開発では、基本設
計が完了して、必要となるコヒーレントEUV光(13.5nm)の発生を確認した。

①フォトンリングのようなUV～THzを超広帯域をカバーするコヒーレント光源は、
他にはなく、この実現によって学術のみならず、産業上も大きなインパクトとなる。
②EUVリソグラフィの周辺装置となる、テーブルトップ型の13.5nm用光学素子
検査装置は、世界で始めてのシステムである。現在本光学素子検査では放射光
施設が必要であるが、この成果によりコスト、作業時間の大幅な削減が可能。

①超広帯域、複数ポートのフォトンリングでの基礎となる高次高調波発生を確認。
②EUV光学部品評価用コヒーレント光源の開発のためのフェムト秒光源を整備
し、高次高調波によるEUV (13.5nm)光発生を確認。

①産学共同利用が期待でき、新分析技術による材料研究が加速される。
②EUVリソグラフィ用多層膜ミラー検査には、現在SPring8等の放射光施設が
用いられており、検査場所が大きく制限される。テーブルトップ型装置の開発によ
り、EUVリソグラフィの産業導入が加速され、超高性能LSIの生産が実現する。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

画像・絵図をお願いします。

フォトンリングのコンセプト図

高次高調波発生システム真空チャンバ
フェムト秒レーザー13.5nm単色化システム

ミラー評価システム

高次高調波を用いたテーブルトップ型EUV光学素子検査装置

ポート

ポート
ポート

①

②

波長：UV～可視
波長：＜20nm

波長：数百μｍ
波長：1030nm

波長：800nm
波長：10～100nm

波長：13.5nm

“個を活かす持続可能な社会”を、レーザー技術を駆使した個別大量生産技術の
確立により実現する。ものづくり産業以外にも医療・バイオ分野への応用展開を
図り、個人がいきいきと生活できる社会を実現する。具体的には、レーザー技術と
臓器透明化技術との組み合わせで、見落としの無い病理診断技術を実現する。

拠点名 コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点 中核機関 東京大学

個のニーズ探索：臓器透明化技術による生体観察システムの試作
担当機関 東京大学

臓器透明化技術LUCIDの基本性能を評価して、臓器、骨、（植物までも）等
に適用可能であることを確認した。実際の病理診断に用いるためには、透明化し
た組織を2光子レーザー顕微鏡で組織深部までを連続断層撮影して3次元情報
を得ることが不可欠であるが、高価なレーザーが必要となる。幅広く医療施設へ
適用可能とするため、今後安価な2光子励起光源レーザーの開発を実施していく。

LUCIDは、他の透明化方法に比べて下記利点を有し、病理診断に最適な透明
化法である。
・有害溶媒を用いておらず、安全に扱える、
・透明化処理による組織変形は殆ど無く、長期保存（4年以上）を確認、
・全臓器に対して適用可能（骨の透明化も可能）、

・臓器透明化技術LUCIDの実用化のための臨床検体を用いた性能確認を終了。
・病院に設置可能な病理診断装置（生体観察システム）の開発に着手。
・LUCIDは生体だけでなく植物の透明化に対しても有効であることを実証。

・レーザー技術を応用した病理診断システムの構築が可能。
・病理医の負荷を少なく、癌の見落としのない診断を実現。
・ IoT技術との組み合わせにより、全国どこでも迅速で正確な病理診断が可能。
→ 病理不足という社会問題にも貢献

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

見落としの無い
病理診断システム

マウス肺癌モデル

透明化処理（LUCID)

ラットの透明化像

透明化処理前後の
“シロイヌナズナ”

摘出直後
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“個を活かす持続可能な社会”を、レーザー技術を駆使した個別大量生産技術の
確立により実現する。その実現に不可欠となる加工シミュレータを原子スケールで
の解明を通して開発する。最終的に、レーザー加工用CPS（サイバーフィジカルシ
ステム）として、個別大量生産技術を実現していく。

物質を、その電子状態で決まる閾値エネルギー密度を超えて強く光励起すると、
レーザー加工の素過程となる原子脱離が、熱で溶ける前に電子的効果によって
（非熱的に）起こり得ることを、実験パラメータを用いない第一原理計算で示し
た。加えて、高強度の光やEUV光によって励起された原子・分子の挙動を解析す
る第一原理計算手法を開発し、高次高調波発生シミュレーションに成功した。

従来の加工シミュレータは、レーザー光のエネルギーにより物質を溶かして加工す
るモデルを用いていた。これに対して本研究の成果は、物質を電子励起することで
熱溶融を伴わない精密な非熱的レーザー加工ができるだけでなく、加工に必要な
レーザー光の条件を物質ごとに予測できること、すなわち加工を理論的に制御で
きる可能性を示すものであり、レーザー加工用CPSにつながる成果である。

・新しいレーザー加工モデルの基盤となる非熱プロセスを、第一原理計算から提案。
・多電子系で世界初の高次高調波発生シミュレーションを実現。
・最も基本的な学理である量子力学を、実用的なレーザー利用技術へと展開。

・レーザー加工用CPSに不可欠な、非熱プロセスを含む新しいレーザー加工モデ
ル構築に向けて大きく前進。

・社会的ニーズの高い難加工材料の精密加工など、既存の枠を超えたレーザー
利用技術を開拓するための基盤となる理論を提供。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

画像・絵図をお願いします。電子・原子のレベルからレーザー加工をシミュレーションするための全体構想

強い電子励起により物質が不安定化することを示すエネルギーの体積依存性(左)と、
同機構による金属薄膜表面からの非熱アブレーションのシミュレーション(右)

真空側

固体側
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個人が欲しいモノや必要なモノを作り、活用するファブ地球社会を実現するために
は、誰もが、真に求める形をデザインし、具現化できることが必要である。本成果
はそれを実現するデザインサポートシステムの基盤をなすものである。

拠点名 感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会創造拠点 中核機関 慶應義塾大学

感性指標化技術
担当機関 関西学院大学、金沢美術工芸大学、中京大学

感性的な評価の個人差を定量的に表現できる感性指標化技術を確立した。これ
を適用して3次元造形物体の印象評価空間（感性メトリック）を策定し、個人
差を考慮したリコメンドシステムにおいて有効性を検証した。さらにWebマイニング
により感性メトリックの自動構築を実現した。

本指標化技術により、従来法では説明できなかった個人差について、定量化・構
造化することが可能になった。さらに指標化にAI技術を組み込むことで、実験・解
析のコストが大幅に削減されたとともに、任意の地域・年代の感性メトリックの自
動構築が可能になった。

・個人差を誤差ではなく個人特性として扱うことで、高精度で高汎用性をもつメト
リックを実現
・AI技術を組み込むことで、感性指標の自動構築およびIoT化を実現

・自らの感性に沿った創造的なものづくりをする個人の増加と社会の変革
・個人のニーズやイノベーションを企業の製品設計に反映する共創型産業の促進
・感性やデザインの定量化・可視化に基づく価値の共有化とマスカスタマイゼー
ションの加速

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

感性評価空間の自動構築

デザインサポートシステムの全体構想図

個人差を考慮した感性指標化技術

Webマイニングによるテキストデータの自動収集・自動構造化

機能美 →

←
 

カ
ラ
フ
ル

革新 →

←
 

快
適

玄人好み →

←
 

ス
マ
ー
ト

2. 評価語空間の構造化1. 評価語の抽出・選定

個人のモノづくりを支援するデザインサポートシステムでは、ニーズの推定に留まら
ず、期待を超えるデザインの提供が必要である。本成果はその枠組み(感性ソムリ
エ)を実現するための要素技術の１つである。

拠点名 感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会創造拠点 中核機関 慶應義塾大学

デジタル質感生成システム
担当機関 関西学院大学、中京大学

感性指標化技術を用いて視覚的・触覚的な質感の感性指標を導出し、物理量
との関係を定式化した感性-物理モデル（メトリック）を構築した。さらに本モデル
を用いて、所望の感性価値が入力されると、それを実現する表面性状を自動生
成するデジタル質感生成システムを開発した。

感性指標の入力から具体的な表面形状を出力する技術は実現されていない。本
成果では所望する感性（価値）からデジタル３Dデータ（ハイトマップ）を出力
したり、編集したり再利用したりできる。とくに触質感や視触覚質感についての計測、
シミュレーション、モデル化技術を実現している。

・価値-印象-物理特性の階層モデルにより，直感的な入力から欲しいモノのデザ
インが得られる・触質感や視触覚質感の定量化とモデル化を一部社会実装
・ゲル素材の質感標準化を実現

・新素材や新加工技術の開発促進
・新素材や新加工技術の開発効率向上による、モノづくりの大幅コストダウンと新
たな社会的価値の創出、個人のQOLの向上
・社会実装済

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

感性に基づくデジタル質感生成システム

感性ソムリエの全体構想図

ユーザ 企業

Metric

①新しい質感
の発想・想起

②メトリック
による質感表現

③質感生成に
必要な情報

④マルチモーダル
な結果の提示

Database

Simulation
-
-
-
-
-

+
+
+
+
+

Interface

プラスチック
化粧品ケース

Input Output

指: バネ-ダンバ-質点モデル

対象物

摩擦力の時
間変化

0.5mm

0.1mm/sec

材質感指標:
マクロ粗さ
ファイン粗さ
硬軟感
摩擦感

触覚シミュレーション

多層膜シミュレーション

BRDFベースの質感表現

視覚シミュレーション

感性評価 → 質感汎用モデル

・拡張物質感アプリの開発
・質感めがね ・質感フィルム
・質感グローブ ・質感クリーム
・質感スーツ ・質感スプレー

・具体的なものづくりでの利用
・人工皮革の質感創造

- 生活雑貨のものづくり
（生活社会実装）

- 車の内装の開発（産業社会実装）

・化粧品の質感創造
- 生活シーンにあわせて・個性的に

（生活社会実装）

- 新コンセプト創生（産業社会実装）

【社会実装例】

「粗さ感」UP小 「粗さ感」UP大
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異なる組織に所属する、あるいは個人として活動する、多様なスキルや視点、経
験を持つ人々が新しい製品やサービスを共に創る現場において生じる知的財産を
適切に扱うルールの提案により、ファブ地球社会の実現に貢献する。

拠点名 感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会創造拠点 中核機関 慶應義塾大学

ハッカソン・メイカソンにおける知財ルール
担当機関 情報科学芸術大学院大学、慶應義塾大学

主催者側が参加者側に同意を求めるスキームとして一般に広く用いられている参
加同意書の形態を取り、双方の権利を定めたものをテンプレートとして公開し、
ハッカソンなどのイベントにおいて無償で利用できるようにした。H27年度後半の
調査より、国内のイベントにおいて事実上の標準として採用されていることが確認
された。

そもそも、本ルールの提案以前には該当するものがなかった。普及を推進するため、オープンソースソ
フトウェアにおける開発の考え方を活用し、世界中で広く用いられているウェブサービス「GitHub」で
公開し、派生物を自由につくれるようにした。さらに、派生物を用いる際に加えて実際に有効だった変
更については、GitHub上でリクエストとして受け付け、評価した上で取り入れるような仕組みを採用
し、実際に機能している。
https://github.com/IAMAS/makeathon_agreement

・弁護士の監修を受けつつも、できるだけ平易な言葉で簡潔に示した
・参加同意書に加えて知的財産権の基本的な考え方を示したFAQも公開し、啓
蒙的な役割も果たせるようにした

・インテルやバンダイナムコ、ヤマハや森ビルといった大企業が主催者側で開催され
たイベントにおいて実際に用いられ、有効性が証明された
・直接的に派生物が利用されていないが企業主催によるイベントのルールを検討
するための素材として活用された例があることが確認された

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

3Dプリンタを通じて多様な主体が関与しあい、モノをつくるようになるには、標準
化された3Dファイルフォーマットを確立・普及させ、データのやりとりに、互換性を
持たせることが基盤技術として必要になる。

拠点名 感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会創造拠点 中核機関 慶應義塾大学

次世代3Dプリンター用の標準ファイルフォーマット .fav
担当機関 慶應義塾大学、富士ゼロックス株式会社

多様な複数の材料や、複雑な内部構造を扱える新型3Dプリンタの研究開発が
進められている。しかし、これまでの3Dプリンタ用のデータフォーマットは、材料や
構造の情報を記述することができない。今回策定した新しいファイルフォーマットは、
それらを含む世界最高精度の、豊かな情報が記述できるデータ形式である。

次世代3Dプリンタ用の標準ファイルフォーマットは、ISOとASTMのジョイントに
よる国際標準化委員会で策定が進められているが、2016年に開催された標準
化会議において我々のフォーマット.favが、世界最高精度の情報が記述できる仕
様であるとして、高い評価を受けた。

・材料や構造の豊かな情報が記述できる3Dプリンター用のデータ形式
・日本発、国際標準化へ向けての提案が順調に進行中
・もっとも「基盤」となるファイルフォーマットに関する研究を、産学連携によって推進

・ ISO・ASTMとの連携により国際的な啓蒙・普及活動
・ 省庁および慶應大学コンソーシアムを通じての国内の啓蒙・普及活動
・ 各種メディア、専門誌で報道され、関連の招待講演が多数

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

http://www.fujixerox.co.jp/company/technical/communication/3d/fav.html
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多様なモノづくりが行われ、モノが作り手を離れて流通するようになる際、モノの安
全性や品質管理、メンテナンスなどに関する情報がアーカイブされ、アクセシビリ
ティが保証されていることが必要不可欠になる。

拠点名 感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会創造拠点 中核機関 慶應義塾大学

モノづくりに関する情報のレシピ化と流通
担当機関 慶應義塾大学、Mozilla Japan

fabble （http://fabble.cc）は、モノづくりの過程を標準化し、記録、共有
できる。共有された情報はモノ作りやメンテナンスの際に活用することができる。
fab3d.cc（http://fab3d.cc）は3Dプリンタ用データを横断的に検索でき
る世界初かつ世界最大の検索サービスである。

モノづくりの過程を記録するための情報の形式はそもそも整理されておらず、また、
標準化された情報を共有するための仕組みもなかった。
また、従来の3Dデータ検索サービスは、3Dプリンタメーカ毎に独立していたのに
対して、fab3d.ccはインターネット上に公開されている全てのデータを横断的に
検索できる。

・モノづくりの過程に関する情報を標準化し、記録、共有するためのプラットフォー
ムを構築した
・3Dプリンタ向けのデータの世界最大のデータベースを構築した

• fabbleは制作過程を記録する環境としてすでに広く利用されており、様々な
学校において授業に活用されており、制作過程を記録すること自体がfabble
によって定着しつつある

• fab3d.ccによって、モノの形をデザインする際に希望の形に近いものを「検索」
して見つけ、それを変形させるという手法が大量のデータをもと、適切なライセ
ンス管理の元行うことができるようになった

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト
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①従来のバイオプラスチックは使い捨てレベルの耐熱性（分解温度230℃程度）
しかなかったが、当該プラスチックは420℃の分解温度を示した
②セルロースの化学修飾方法に関しては、従来の多段階反応より格段に少ないス
テップで、また反応温度も25℃～80℃付近と、温和な条件による製造技術を確
立した

既存の樹脂、繊維等の素材の機能性の向上（機械特性、熱特性、自己修復性
等）とバイオマスからの素材開発を実施し、従来材料では不可能なアプリケーション
への適用を可能にし、革新材料の社会実装を実現する。

拠点名 革新材料による次世代インフラシステムの構築 中核機関 金沢工業大学

革新素材の開発
担当機関 金沢大学、北陸先端科学技術大学院大学、金沢工業大学、明和工業、モーリン化学、日本製紙

①フェニルアラニン誘導体から新たな高耐熱性バイオポリマーの合成、フィルム化に
成功
②イオン液体中を用いたセルロース修飾方法を開発し、論文化、特許を出願
木質系バイオマスから酪酸酢酸セルロースを製造しCFRPテストピースを成形

①芳香族アミノ酸の置換体という実用に近い芳香族バイオ資源を用いて最も高耐
熱とされるプラスチックであるポリイミドを作成できた
②従来のセルロース修飾法に代替しうる、簡便かつ高効率な反応系を確立し、熱可
塑性セルロース樹脂の数百㎏スケールでの大量供給が期待できる

①芳香族アミノ酸由来のバイオポリマー開発は、低コスト化に大きく貢献しており、現
実的に流通させられる可能性が高い
②セルロース誘導体化技術の確立およびセルロース材料による複合材料の作成は
高機能性木質構造材料の実現をより現実的なものとし、これらの材料が金属代
替物として軽量化社会への貢献が可能となる

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト
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セルロース セルロース誘導体（熱可塑性樹脂）

CFRP

炭素繊維

①高耐熱性バイオスーパーエンジニアリングプラスチックの開発

②バイオマス由来高分子をベースとした熱可塑性樹脂の開発

コリスミ酸

AT papABC

glucose

フェニルアラニン生産性大腸菌（日本の生物資源）を使用

4-アミノフェニルフェニルアラニン

廃糖蜜

組込み酵素

フェニルアラニン誘導体から新たな高耐熱性バイオポリマーの合成、フィルム化

重合
バイオポリイミド

イオン液体による
セルロース修飾

木質系バイオマス 酪酸酢酸セルロース

次世代インフラシステムを構築する為に長尺厚肉の熱可塑性CFRPシートの製造
技術が求められている。本テーマでは連続式プレス装置であるダブルベルトプレス
(DBP)を用い、高効率で低コストな量産製造技術を確立し、各種の中間基材を
アプリケーションへ供給する。

拠点名 革新材料による次世代インフラシステムの構築 中核機関 金沢工業大学

革新製造技術の開発（融合化・中間基材）
担当機関 金沢工業大学、サンドビック、サンコロナ小田、一村産業、東レ

・DBPにおける含浸メカニズムを解明し、成形シミュレーションを開発
・厚み3mmシート、0.5m/分速度で目標曲げ強度(バッチプレス並)の9割達成
・UDテープ片の均一な散布積層の基礎検討とDBPによる等方性ランダムシート
の連続成形技術を開発

固定ローラー式DBPによる連続プレス溶融含浸技術の開発により、従来のバッチ
式プロセスと比べ生産性が高く、低コストで中間基材の製造が可能。また固定
ローラー式DBPの加圧制御によりランダムシートなど連続繊維だけでない各種の
中間基材の製造が可能である。

・熱伝達及び含浸の理論に基づく高速成形プロセスモデルを構築
・連続成形においては実績のない3mm厚板の熱可塑性CFRPシートを製造
・賦形性・力学特性を両立する等方性ランダムシートの連続製造技術を開発

・長尺厚板の熱可塑性CFRPシートの低コスト量産製造技術を開発して次世代
のインフラ部材として幅広い適用を促進する
・高品質なランダムシートの連続製造技術を開発して連続繊維では適用できない
部材へ適用し革新的なインフラ構造物を構築する

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト 厚板シートt=3mm
（織物基材／PA6）

等方性
ランダムシート

スタンパブルシート成形プロセス、製造装置の開発

DBP成形シミュレーションの開発

UDテープ片の
散布積層技術

ダブルベルトプレス(DBP)装置

連続繊維
織物基材

成形条件(基材、プロセス）の入力

材料
加熱ゾーン１ 加熱ゾーン２ 冷却ゾーン２

＜温度シミュレーション＞

＜含浸シミュレーション＞

材料
ベルト
樹脂粘度

含浸距離
含浸度

温
度
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℃
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脂
粘
度
［
Pa
・ｓ
］

含
浸
距
離
［
μｍ
］

含
浸
度

41



革新材料の自動レイアップ技術、連続成形技術の開発と装置開発により、長尺
構造材料の大量生産と、低コスト化を実現し、さらに２次加工技術を確立するこ
とで材料から現場施工までトータルな生産性の向上により、革新材料の社会実
装の拡大を実現する。

拠点名 革新材料による次世代インフラシステムの構築 中核機関 金沢工業大学

革新製造技術の開発（連続成形技術）
担当機関 金沢工業大学、津田駒工業

・ 自動レイアップ装置の開発において、熱可塑性UDプリプレグテープ（1方向繊
維強化テープ材）の固定方法、繊維配向精度、積層材連続製造プロセスを確
立し、多軸プリプレグ自動積層装置として事業化
・ 多軸プリプレグ自動積層装置から供給される積層材を異形断面の長尺部材に
成形するための連続成形プロセスを開発

・ 自動レイアップ装置は、送出し機構を備えることで高い精度の任意配向角の長
尺の積層材の製造が可能
・ 連続成形プロセスは、自動レイアップ装置から供給される積層材をプレス成形
技術を応用した加圧制御技術により高品質な成形が可能

自動レイアップ装置では、高い精度で任意の積層構成の長尺の積層シートを製
造することが可能であり、連続成形プロセスに材料供給することでアプリケーション
の要求に適した高品質の長尺構造材の製造が可能となる。

自動レイアップ装置および連続成形プロセスの開発は、積層材の任意配向による
機械特性の向上と連続成形による生産性の向上により、各種アプリケーションの
要求に最適な熱可塑性FRP長尺構造材の供給が可能になり、インフラ構造等へ
の適用を拡大する。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

多軸プリプレグ積層装置の積層試験
繊維方向

繊維方向

自動レイアップ装置の開発

連続成形プロセスの開発

多軸プリプレグ自動積層装置

連続成形品

多軸
プリプレグ

多軸プリプレグ自動積層装置
連続プレス成形装置

長尺構造材の連続成形技術の開発

材料供給

革新材料の高速成形（ロールフォーミング技術）の開発と装置開発により、長
尺構造材料の大量生産と、低コスト化を実現し、さらに２次加工技術を確立する
ことで材料から現場施工までトータルな生産性の向上により、革新材料の社会実
装の拡大を実現する。

拠点名 革新材料による次世代インフラシステムの構築 中核機関 金沢工業大学

革新製造技術の開発（高速成形）
担当機関 金沢工業大学、大同工業

・ ロールフォーミングプロセスにおいて、1段ロール及び2段ロールの基礎検討およ
び材料の特性試験を実施し、高速成形を実証するための多段ロール成形装置を
開発した
・熱可塑性FRPの成形シュミレーションに必要となる各種材料パラメーターを取
得し、ロール成形におけるシミュレーションの適用性を検証した

熱可塑性FRPにおける長尺構造材の高速成形技術は確立されておらず、ロール
フォーミング技術による高速・連続製技術は革新性が高い（製造速度の最終目
標は５m／分）。

ロールフォーミング技術は、従来技術では不可能な『高い製造速度』が特徴であり、
高い生産性により低コストな長尺構造材の成形が可能となる。

ロールフォーミング技術により、汎用材料となる熱可塑性FRP長尺構造材を低コ
ストで大量生産が可能となり、革新材料の社会実装を拡大することが可能となる。
また、熱可塑性FRPの材料は、従来のFRPに無い２次加工性（曲げ、接合）
を有するため、現場での施工性、作業性を大幅に向上することが可能になる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

多段ロール成形装置の検討

ロールフォーミング技術の確立

ロールフォーミング成形による異形断面長尺材 ロールフォーミングの成形
シミュレーション
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革新材料の海外展開を含めた社会実装を加速（革新材料によるインフライノ
ベーションを創出）するため、革新材料のインフラへの早期の実証・実装試験を
進めるとともに、必要な材料データの蓄積、破壊機構の解明、寿命推定等を行い、
材料標準化及び構造物マネジメント技術を構築する。

拠点名 革新材料による次世代インフラシステムの構築 中核機関 金沢工業大学

アプリケーション（社会実装）開発／構造物マネジメント技術の開発
担当機関 金沢工業大学、NIMS、小松精練（株）

①革新ストランドロッドの耐震補強実装試験を開始し、施工性の検証、長期耐
久性の評価を実施
また現場施工において課題となる定着部構造を新たに開発した（特許出願）
②熱可塑性複合材料の長期耐久性データの蓄積を早期から実施し、クリープ荷
重に対する寿命予測の妥当性を見出した

①熱可塑性樹脂を適用したことで、従来のCFRPロッドでは不可能な２次加工
性や現場施工性の向上により、施工まで含むトータルのコストダウンが見込まれる
②熱可塑性複合材料について、新たに耐久性等のデータを蓄積し寿命予測技術
を検討することにより、新たな構造マネジメント技術を確立し、アプリケーションへ
の実装に対しアドバンテージとなる

①ストランドロッドを耐震補強材として既存建築物へ適用検証し、従来材料では
困難な既存構造を生かした耐震補強構造を実現した
②熱可塑性複合材料について、長期使用に対する信頼性の向上、維持管理コス
トの低減が可能となる耐久性データを取得し耐久性予測技術を確立した

①ストランドロッドによる耐震補強により、従来材料・工法では困難な既存建築に
対する新たな技術として期待される
②既存材料、工法に替わる革新材料の早期の実証例により、革新材料の有用
性を示し、他のアプリケーションへの展開を加速する

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

②ナノ・ミクロレベルの信頼性評価技術の開発
熱可塑性複合材料、革新材料の長期耐久性、耐候性評価

①引抜きストランドロッドの開発

CFRPストランドロッドによる耐震補強実装試験（小松精練 fa-bo)

木造建築（文化財等）耐震補強への適用検討 軽量定着部検討

耐久性データの取得 耐久性（クリープ特性）予測
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21世紀は水の世紀。世界的水不足の解消に寄与する造水技術や、環境保全に
配慮した随伴水処理等の浄化技術は人類の持続可能性を左右する。水処理の
中核技術である逆浸透(RO)膜の革新が熱望されていることから、当プロジェクト
は、ナノカーボン膜の開発・社会実装による膜イノベーションで人類貢献をめざす。

拠点名 世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点 中核機関 信州大学

ナノカーボン製逆浸透（RO）膜の革新的機能発現
担当機関 信州大学、 東レ(株)、 昭和電工(株)、 北川工業(株)、 (株)日立製作所

ナノカーボンの科学と技術を基に、ナノカーボン製高性能RO膜、NF(ﾅﾉろ過)膜
シートを開拓した。特に、CNT(ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ)とPA(ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ)の複合膜では、
高い脱塩性と高速透水性に加えて耐塩素性や耐ファウリング性などロバストな膜
機能が具備できた。省エネルギー水処理用膜システムとして実用が期待できる。

従来はポリアミド活性層によってRO膜機能が発現されるが、ファウラントの除去や
消毒に使う塩素水に弱い欠点があった。ナノカーボン製の活性層によって耐塩素
性が向上し、加えて耐有機・無機ファウラント性を具備したロバストRO膜シートが
開拓できた。この優れた膜機能は、膜のナノ構造の制御によって発現する。

CNT・PA複合膜により革新的機能を発現できた。
①高速透水性のRO膜・NF膜を開拓
②耐塩素性を付与
③耐有機・無機ファウラント性に優れたRO膜を実現

①造水関連市場は、欧米勢のみならずアジア勢の参入もあり、益々競争が激化
しつつある。当膜技術は、造水用膜・システムにイノベーションを惹起し、わが国
のインフラ産業の強化発展に資するとともに、人類貢献を果たすことができる。
②当膜技術は、付加価値の高い造水プロセスへの適用に加えて、各種製造プロ
セス等への応用により、諸工業の発展や新産業の創出に寄与できる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

蛍光着色した有機ファウラント
（上：開発RO膜、下：市販膜）

≪開発したRO膜のinnovative functionsの例≫

信州大学独自の技術によりCNTをPA
活性層内に高濃度(15～20％)に分散
(右上モデル図)させたRO膜を開発。
本開発膜は、
①TEM像とシミュレーションにより、

PA分子がCNT表面に配向し、PAの
網目構造がより固くなることを解明

⇒内部への塩素剤の侵入を防止でき、
塩素処理を行っても、脱塩性能が劣
化しない(左下図)

②従来のPA膜のような襞状ではなく、
滑らかな構造(右TEM写真：液体窒
素中で切断した断面)

⇒上記理由等により、ファウラントが
付着しにくく、かつ付着物が離脱
する自己回復機能を持つ(右下写真)

200ppmの塩素水に24時間浸漬前後の
各種RO膜の脱塩率

メッシュ・膜面とも
ファウラントが付着
し、蛍光を発する

劣化変化
なし

ｽﾍﾟｰｻのﾒｯｼｭ

膜面

PSU support
membrane

活性層表面

造水技術の中核を占める水処理膜は、世界的な水不足を解消するキー技術で
ある。膜イノベーションへの貢献を目標に新規開発したナノカーボン膜は、従来の
高分子膜にはないロバスト性を具備している。解析技術等の本成果は、ナノカー
ボン膜の特性を理論的に解明し、更なる性能向上の指針を与える。

拠点名 世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点 中核機関 信州大学

実験と計算機化学の連携による水・膜科学の新展開
担当機関 信州大学、 (一財)高度情報科学技術研究機構

ナノカーボンの科学と技術を基に、革新的逆浸透(RO)膜、ナノろ過(NF)膜の成
膜技術を開拓した。特に、CNT(ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ)とPA(ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ)の複合膜では、
高い脱塩性と高速透水性に加えて耐塩素性や耐ファウリング性などロバストな膜
機能が発現できた。かかる卓越した機能の発現メカニズムを解析し、その膜モデル
を提案した。これによって水・膜科学ならびに膜技術の発展に資することができる。

本拠点では、高性能の膜開発に止まらず、発現した一つ一つの特性について、そ
のメカニズムを計算機を駆使して解明した。様々な実験結果について、スーパーコ
ンピュータを用いたマルチスケールの解析により理論的検討を行った。実験結果の
解析とそのモデル化、高性能発現のメカニズムを水分子の動き等のモデル化によ
り、可視化して説明することができた。

・高性能RO膜機能を具備したCNT・PA複合膜の構造モデルを構築
・開発RO、NF膜中におけるイオン、水分子の動態を解析
・耐塩素性ならびに耐ファウリング性発現のモデル解析

・高性能水処理膜の新たな可能性が実験と理論的解析で明確にされた。
・スーパーコンピュータを用いた水処理膜のマルチスケール解析の有効性が示され
るとともに、当該分野の計算機工学の発展に寄与すると考えられる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

PA組織の分子の可動性を示す中央の図において、従来のPA膜(下)
では可動性が大きい緑～赤のプロットが多いのに対し、開発膜(上)
は、可動性の小さい青のプロットが多くなっている。特にCNT周辺
ほど青く、CNTとPA構成分子との相互作用により、PA分子の動き
が小さくなり、網目状のPA格子がより固くなると示唆された。

開発膜(CNTとPAの
複合膜)では、上述の
ような独特の分子構
造が反映されて、Na
やClイオンが膜中に
侵入しなくなり、脱
塩率が向上する膜機
能が発現することが
解明された。

≪主要な理論解析の事例≫
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21世紀は水の世紀。世界的水不足の解消に寄与する造水技術や、環境保全に
配慮した随伴水処理等の浄化技術は人類の持続可能性を左右する。水処理の中
核技術である逆浸透(RO)膜の革新が熱望されていることから、当プロジェクトは、
ナノカーボン膜の開発・社会実装による膜イノベーションで人類貢献をめざす。

拠点名 世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点 中核機関 信州大学

高性能ナノカーボン逆浸透（RO）膜の大型膜シートと膜モジュールへの展開
担当機関 信州大学、 東レ(株)、 (株)日立製作所

カーボンの科学と技術を基に、高い性能とロバスト機能を具備したナノカーボン製
RO膜・NF(ﾅﾉろ過)膜を開拓し、得られた性能・機能を理論モデルにより検証した。
さらに、膜シートの大型化のベースとなる機械成膜装置の開発を行った。また、社会
実装の対象である海水淡水化とOil＆Gas分野の市場を調査し、社会実装に向け
た技術コンセプト及びロードマップを構築した。

従来のポリアミド製RO膜は、膜洗浄に最適な塩素処理が適用できないという弱点
がある。ナノカーボンの技術を駆使して耐塩素性、また耐有機・無機ファウラント性
を具備したロバストRO膜を開拓した。このロバスト性を効果的に発揮するよう特別
の工夫を加味した膜モジュールは、従来のRO膜に革新をもたらすことが可能となる。

海水淡水化とOil＆Gas分野の市場に関する調査・予測の結果を基に、実装の対
象や要求性能を明確にした。目標達成に向けたロードマップを構築し、PhaseⅡで
は、開発した機械成膜装置による膜シートの大型化・モジュール化へと発展させ、耐
塩素性・耐ファウラント性・耐熱性について膜モジュールを対象にロバスト性能評価
等を実施する。

①造水関連市場は、欧米勢のみならずアジア勢の参入もあり、益々競争が激化し
つつある。当膜技術は、造水用膜・システムにイノベーションを惹起し、わが国のイ
ンフラ産業の強化発展に資するとともに、人類貢献を果たすことができる。
②当膜技術は、付加価値の高い造水プロセスへの適用に加えて、各種製造プロセ
ス等への応用により、諸工業の発展や新産業の創出に寄与できる。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

≪大型膜シートと膜モジュール調製のロードマップ構築≫

PhaseⅠからPhaseⅡへ展開
機械成膜による膜シートの大型化、

モジュールの試作、性能評価へと発展させる
～多様な用途を目指した高性能モジュールの調製～

市場調査・将来予測
1) 海水淡水化
2) Oil＆Gas（随伴水等）

社会実装に向けた
技術コンセプト構築
・要素技術と課題
・要求性能

大気・海洋・陸域・地下水系を統合した「水」大循環モデルを世界に先駆けて開発
し、将来の地球の「水」環境を予測して、人と地球が調和して持続的に発展でき
る造水用膜システム等の「水」環境システムの社会実装に貢献する。

拠点名 世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点 中核機関 信州大学

水循環の解析・予測・シミュレーション
担当機関 海洋研究開発機構、東京大学、中央大学、 (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所

世界初の大気・海洋・陸域・地下水系を統合した「水」大循環モデルを開発した。
1975年～2005年の約30年間の首都流域圏（東京湾を囲む流域）の土地
利用、人工排熱、水利用の変化についてのデータベースを構築した。これらのデー
タを使用した「水」大循環モデルを用いてシミュレーションを実施した。シミュレーショ
ン結果と観測値との比較によりモデルの妥当性を確認した。

大気・海洋・陸域・地下水系を統合した3次元「水」大循環モデルは、地球上の水
全体の循環を扱うことができ、非常に高解像度で高速にシミュレーションが可能で
あることから他モデルの追従を許さない世界初のモデルである。このモデルを使用
して将来の地球の水循環環境を予測し、様々な環境変動に頑健な水環境の設
計に活用できる点は非常にユニークである。

・水の大循環メカニズムの理解と将来の水環境予測が可能となる。
・水環境を保持するための中長期的アクションの効果を定量的に提示できる。
・社会実装における設置条件等検討の際には、水環境保全のための付加価値情
報として活用可能である。

・揚水、土地利用などの人の活動による水の使い方の変化や気候変動によって
影響を受ける将来の水環境を予測するための基盤技術を開発した。
・造水プラントの社会実装に際し、プラント設置により影響を受ける可能性がある
水環境を事前予測するための基盤技術として、応用展開が可能である。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

「水」大循環に影響を与える物理量の
データベース構築

「水」大循環に影響を与える物理量の
データベース構築

首都流域のデータ（2005年）の例

大気・海洋・陸域・地下水系を統合した「水」大循環モデル開発大気・海洋・陸域・地下水系を統合した「水」大循環モデル開発

事例対象領域：利根川・荒川
流域を包含する首都流域圏

大気・海洋・陸域・地下水系統合
モデルによるシミュレーション結果

地表水(青)と
地下水(赤)の
流れ
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拠点名 「多様化・個別化社会イノベーションデザイン拠点」～高齢者が元気になるモビリティ社会～ 中核機関 名古屋大学

産学官連携研究体制構築のために未来社会創造機構設立
大学の人材・設備等の研究リソースと企業の課題設定能力の相乗効果促進

を図るため、平成26年度に「アンダーワンルーフ」で産学官が集積する未来社会創
造機構、そして平成27年度に研究施設（National Innovation Complex: 
NIC）を開設しました。

本機構では、学内の先端的応用研究を集約し、社会に「先端研究のショー
ケース」として基礎から応用まで幅広い研究内容を提示し、国内外の機関、企業
との共同研究開発を積極的に推進していきます。特に、本機構でCOIプログラムの
研究開発を推進することにより、企業や大学だけでは実現できない革新的なイノ
ベーションを産学官連携で実現するとともに、革新的なイノベーションを創出するイ
ノベーションプラットフォームを国内に整備することを最終的な目的としています。

一方、産学連携体制を強化するしくみ作りとしてCOIプログラム推進においては、
「産学協同研究講座」と「共同研究機関」を積極的に活用しています。

■産学協同研究講座の設置(平成24年度～)
企業から経費と人材を受け入れて「協同研究講座」又は「協同研究部門」を設

置・運用しています。産業界との連携を強化することでアンダーワンルーフを具現化
し、研究成果の社会実装および価値実現を図ります。
■共同研究開発機関制度整備(平成27年度～)
社会実装を強力に押し進めるためには地域企業の積極的な協力が必要になり

ます。COIプログラムではMOU(覚書)を締結した企業とは別に社会実装を受け持
つ企業が容易に参画できる「共同研究開発機関」の制度を設けました。

NICでの産学官一同によるワークショップ
(アンダーワンルーフ)

MOU締結機関

高齢者が「安全に、安心に、楽しく行こう」という将来像達成に必要なモビリティを
提供するため，高齢ドライバに多い事故や不安を低減できる運転支援システムを実
現する。具体的には高齢者に多い事故とである出合い頭と飛び出し事故に対応す
るため，潜在リスクを予測する先読み運転支援の実現を目指す。

拠点名 「多様化・個別化社会イノベーションデザイン拠点」～高齢者が元気になるモビリティ社会～ 中核機関 名古屋大学

指導員型先読み運転支援
担当機関 名古屋大学、トヨタ自動車（株）、（株）デンソー、豊田中央研究所、産業技術総合研究所、東京農工大学、豊田市、愛知県

出合い頭や飛び出し事故リスクのある状況で，熟練ドライバと同等な先読み運転，
すなわち，認識した道路，移動体，死角に基づき，潜在リスクを予測して，事前
に減速・回避マージンを取った運転行動が行える機械知能（自動運転AI)を実現
した。また，先読み運転が行えないドライバーに対して，運転指導員のように，気
づきを与え，動作をアドバイスし，見本操作ができる指導員型の運転支援を開発
した。システム全体を実車実装し，模擬市街路でその効果を確認できた。

既に商品化されている自動ブレーキは顕在危険に対応するシステムで潜在危険に
対応したシステムは，一般道路の自動運転実証に使われている技術でも報告例が
ない。また，指導員のようにドライバを支援して，教育効果もあるような支援コンセプ
トも従来技術との差別化要素である。

・高精度地図と世界トップレベルの高精度位置推定に基づく，死角の潜在リスクの
予測と熟練ドライバ同等の軌跡生成

・画像処理による世界トップレベルの歩行者認識技術
・ドライバ受容性が高く，学習効果もある指導員型運転支援HMI

・高齢者のモビリティ確保に基づく社会参加による生き生きとした高齢社会の実現と
高齢者社会参加による経済的効果

・自動運転への転用で、運転できない高齢者にも同様の効果が拡大

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

見えない危険見える危険
歩行者

自車両
自車両

死角

飛び出す
かもしれない

車が近づい
てるかもし
れない

予め
減速！

予め減速！
通過幅開ける

出合い頭事故防止飛び出し事故防止
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データベース名 国（機関） 認
知
視
覚
身
体
運
転

運転行動
経
年 備考TC

/
DS

D
R

COI高齢者データ
ベース 名古屋COI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50-95歳300名

高齢運転者に関する
調査研究（III)

自動車安全運転
センター × ○ × ○ × × ○68-90歳191名

（H26.3報告書）

運転行動
データベース

一般社団法人人間
生活工学研究

センター
× × × ○ × ○ ○

20-71歳 97名，
ドラレコデータ
NEDOプロジェクト
（H13～H15）

The salisbury eye 
evaluation and 
driving study 

(SEEDS)

米国
（NHTSA） ○ ○ × △ × ○ ×

67-87歳1155名
5days Driver 
Monitoring 
System 
(Round2)

Maryland Pilot 
Older Drivers 

study
米国

（NHTSA） ○ ○ × ○ × × × 55-96歳2508名
（1996-2003）

Factors 
Associated with

Driving 
Performace of 
Older Drivers

米国
（University of 

Nebraska）
○ ○ × ○ × ○ × 65-88歳105名

Candrive II
カナダ

（Candrive II 
Research Team

）
○ ○ ○ ○ × × ×

70-94歳928名
（男性577名、女
性351名） 2009
より

認知症高齢者の
自動車運転

国立長寿医療研究
センター ○ × × ○ × × ×

65歳以上の1万人、
質問による認知機能
検査、2011-13年

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

拠点名 「多様化・個別化社会イノベーションデザイン拠点」～高齢者が元気になるモビリティ社会～ 中核機関 名古屋大学

高齢ドライバデータベースの構築と運転支援手法研究開発
担当機関 名古屋大学、産業技術総合研究所

・同一ドライバのデータを毎年更新することで、経年変化に関する知見創出が可能．
・運転特性の定量化のために、ドライビングシミュレータ(DS)や実験車テストコース
データ(TC)、自家用車に取付けたドライブレコーダデータ(DR)から，より高精度な
運転診断・支援，変化予測可能．

右図に示すように，カナダのCandriveチームが大規模な研究を行っているが，経年
変化の調査は未実施．また，国内の長寿研は質問紙調査により認知症と運転特
性との関係などの知見を見出しているが，実際の運転行動データがないため，運転
能力指標立案や運転支援車両開発への寄与は限られる．

高齢者が活き活きと元気に活躍する社会の実現にに必要な安全・安心なモビリティ
を提供するため，高齢ドライバの人間特性と運転特性を紐付けた膨大なデータベー
ス（DB）を構築し、個人毎の運転特性の理解，変化予測を行い，各々に適し
た運転支援およびトレーニング手法を提案する。

300名（ 50～95歳）の高齢ドライバDBを構築．人間特性データは，認知，
視覚，身体特性，運転に対する態度・意識など約50項目．さらに，ドライビング
シミュレータや個人の自家用車の日常運転データも収集．経年変化を記録し変
化予測するために，同一の高齢ドライバのデータを毎年収集．自家用車運転時
の実際のヒヤリ・ハットと視覚（視野角，夜間視力）の関係が明らかになった．

・運転能力と，認知・視覚等の人間特性の関係の明確化・定量化により，運転
継続の安全性向上に資する(高齢者講習や運転免許基準への提言)．
・高齢ドライバの運転特性考慮した運転支援システム開発や，運転特性の変化
予測から各々に適したトレーニング手法・支援機器を提供．

拠点名 「多様化・個別化社会イノベーションデザイン拠点」～高齢者が元気になるモビリティ社会～ 中核機関 名古屋大学

モビリティ活用型モデルコミュニティの構築
担当機関 名古屋大学、豊田市（足助地区）
■目的
超高齢化と過疎化が進む中山間地域において住民の生活の質（QOL向上）と地域の活性化を目指し、人々の移動や活動を活発化する持続可能な社会システムを提

案する。具体的には、豊田市足助地区を対象とし、その地域のニーズに合った共助型の移動支援を提供と、高齢者の見守りサービスや、お出かけ促進策を目標としたプロジェ
クトを進めることにより、地域の課題解決に貢献する。
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きめ細かな（様々な局面に応じた）サービスを提供し，様々なデータ連携により新たな
価値が創造するような多面的な観点を統合した次世代の社会サービスを実現させるた
め，多様な都市データを横断的に収集・解析してサービス提供，サービス連携を支援
する「都市OSプラットフォーム」を構築する．

拠点名 共進化社会システム創成拠点 中核機関 九州大学

都市OSプラットフォームの構築と応用
担当機関 九州大学、日立製作所、九州先端科学技術研究所

都市OSプラットフォームに接続する各種センシング技術を開発
・汎用センサーモジュール (P-Sen)を構成要素とする大規模センサネットワークを構築
・様々なセンサを埋め込んだヒト/モノ/ロボット共生快適生活空間の実験場 (B-Sen) を構築
・データレポジトリ基盤を開発して多様なデータの長期的な収集・蓄積を実現
・長期データを用いた異常検知や異常予測，気象データと人流データの併用による電力
需要予測といった解析モジュールの開発

・要介護者の移動支援と生体情報モニタリングが可能な車いす型見守りロボットを試作

柔軟なシステム構成が可能な機能連携による細粒度分散型のアプローチでシステム開発を
すすめている．また，P-SenやB-Senといった独自の複合センシングシステムで長期的に
収集・蓄積された膨大なセンサデータを複合的に利用して解析モデルを考案，その解析機
能をモジュールとしてプラットフォームから利用可能にして，都市に関連するアプリケーション
をより作りやすくしている．

・独自の複合センシングシステムで構成する大規模センサネットワークを構築して，多様で膨
大なセンサデータを扱う環境を実現

・異なるフィールドのデータを掛け合わせた解析モデルの構築
・長期的に蓄積されたセンサデータを用いた深層学習による解析モデルの構築

・都市OSプラットフォームは、中小企業，地方公共団体等のICTをベースにした社会
サービス構築のイニシャル＆ランニングコストを大幅に低減

・都市問題と類似する問題を有するキャンパス実証実験の場（P-Sen & B-Sen）の
企業への提供と共同研究

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

市民サービス市民サービスエネルギーエネルギー交通交通

電力需要予測

福岡市の人流分析

学習時

時刻tの
異常度

(予測値)
予測誤差

Deep (convolutional)
neural network

過去の
（人流，異常度）データ

時刻t-1の
人流データ

(真値)

時刻tの
異常度
(真値)

実際の予測

時刻t’-1の
人流データ

(真値)

時刻t’の
異常度

(予測値)

パラメータ修正

データ量が異常予測の精度に直結！
(蓄積されたビッグデータが極めて重要）

異常予測 要介護者への移動支援

オープンデータ
公開サービス

膨大なセンサデータ
の可視化分析

（ ２ ） データ ベ ース

( 1 )ス ト リ ームデータ 処理

P-Se n

（ ３ ） W e b ア プ リ ケ ーシ ョ ン

JSON

W eb  API

データ カタ ロ グ

データ 分析

セ ンサ管理

ユーザ管理

S3

メ ッ セ ージ サービ ス

CSV

ア プ リ ケーシ ョ ン 開発

（ マ ッ シ ュ ア ッ プ ア プ リ な ど ）

R

Dynamo
DB

Postg r e

SQ L

Mo n g o

DB

MQTT

測定データ の活用

（ Rの よう な 統計分析

ソ フ ト で 利用な ど ）

W e b ブ ラ ウザで

データ 分析・

システム管理

（ 蓄積 データ の視覚化な ど ）

ス ト リ ームデータ

処理サ ービス

データ 保存

データ 集計

データ 解析

フ ァ イル

スト レ ージ

リ ア ルタ イム

データ

ラ ベル付き

データ

シ ステム管理

データ

エネルギ・
気象データP-Senデータ

オープン
データB-Senデータ

交通データ交通データ

P-SenP-Sen
エネルギデータエネルギデータ

福岡市
オープン
データ

福岡市
オープン
データB-SenB-Sen

Service Target

Tablet

Server

Board PC

Sensor & Robot

User

TMS_UR : User Request

TMS_TS : Task Scheduler

TMS_SD
Sensor Driver

TMS_SS
Sensor System

TMS_RC
Robot Controller

TMS_SA
State Analyzer

TMS_RP
Robot Planning

TM
S_D

B
 : D

ata B
ase

Sensor Robot

DB
Server

File
Server

都市OSプラットフォーム都市OSプラットフォーム

いつでもどこでも無駄なく電気を作って使える低炭素・脱炭素社会に向けて
再生可能エネルギーの導入拡大に伴う未来エコ社会に必要な新たなエネルギー
マネジメントを水素を活用することで実現。

拠点名 共進化社会システム創成拠点 中核機関 九州大学

水素を活用した高効率＋再エネの未来エネルギー社会の実証
担当機関 九州大学、東京ガス（株）、日産自動車、JXエネルギー

九州大学伊都「実験・実証キャンパス」における、定置用次世代発電の実証、
次世代交通デバイス(FCV)の導入・利用、キャンパスのエネルギーの見える化や
再生可能エネルギー利活用カーボンフリー水素ステーションの実証などによる
未来エネルギー社会に向けた実証を開始。

蓄電池などのEMSや自動車で利用が進む技術と比較し、水素を活用することで
放電などにより減衰することなく大容量・長期間安定にエネルギーの貯蔵が可能
で、急激に普及が進む太陽光・風力などの再生可能エネルギーに見られる不安定
かつ大規模なエネルギーの中長期的貯蔵が可能。

・世界を先導する革新的なデバイス開発・実証(ハード)からそれを制御し運用する
社会モデルの構築(ソフト)まで一貫して実施し、社会実装を推進。

・革新的超高効率発電や次世代モビリティなどで企業と強力な協働体制。

・「パリ協定」の目指すCO2排出実質ゼロ達成に向けた将来のエネルギーのパラダ
イムシフトを可能にする「都市OS・エネルギーモジュール」。

・日本機械学会賞の受賞や視察見学者9300人超という数字に見られる水素社
会に対する社会的関心の高まり。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト
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有機エレクトロニクス技術を活用し、身体への負担が軽く、柔軟性に富み、装着
感を感じさせない生体センシングデバイスの実現とその応用を目指す。従来の医
療システムでは網羅しきれなかった生体医療情報を扱ったモニタリングサービスや
予防医療・遠隔医療サービスなど都市OSに実装されることにより交通ICTや安
心・安全支援等の都市機能に根付いたデバイスを想定している。

拠点名 共進化社会システム創成拠点 中核機関 九州大学

都市OSと人を繋ぐ生体センシングデバイスのプロトタイプ開発
担当機関 九州大学 情報デバイスユニット

・OLED（有機EL）とOPV（有機薄膜太陽電池）複合デバイス開発の試作
プロセスを構築し、脈拍・呼吸・動脈血酸素飽和濃度情報が取得可能な生体
計測実験用のデバイス試作に成功（図2）。

・プラットフォームユニットと連携し、自動運転車いすロボットに非侵襲センサ
デバイスを組み込み、生体情報取得する目的でデモを実施。

従来の光学的センシングデバイスとして知られているLEDやシリコンフォトダイオー
ドを使ったデバイス構成における光学部品が高額、形状に自由度の少ない筐体
に覆われているため身体や皮膚への装着時の違和感、拘束性が高まる等の
課題を抱えているが、本研究テーマで開発するデバイスの特長は、ウェアラブル
かつディスポーザルな使用方法が可能であり、従来の課題を解決できる。

・OLED光源とOPV受光素子の複合デバイス構成の開発に必要な試作プロセス
を構築し（図3）、生体計測実験に利用可能なデバイスの試作に成功、さらに
プラットフォームユニットと連携し、生体計測実験を実施した。

・更なるセンシング波長域の拡大、感度の向上、フレキシブル化。
・通信モジュールとの一体化によるスタンドアロンなデバイス展開。
・都市OSに実装される交通ICTや安心・安全支援等の都市機能に根付いた
デバイスの提案と共同研究。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

（アプリケーションの一例①）
プラットフォームユニットとの連携に
よるヘルスケア／医療応用を志向した
車椅子ロボへの脈波センサー搭載

（アプリケーションの一例①）
プラットフォームユニットとの連携に
よるヘルスケア／医療応用を志向した
車椅子ロボへの脈波センサー搭載

プラットフォームユニットとの共同開発
B-senサーバ経由で接続し脈拍計測モニタのデモを実施

図1コンセプト概念図

図2 複合デバイスの構造

図3作製したプロトデバイス（左）と計測した脈波形（右）

エネルギー交通 市民サービス

交通ICT、安心・安全支援等、生体医療情報を扱うモニタリングサービス等

拠点名 共進化社会システム創成拠点 中核機関 九州大学

都市OS構築のための数理的手法を用いた観察・解析・予測システムの構築
担当機関 産業数学ユニット、九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

最先端の数理的手法と大規模計算技術により、都市・交通、エネルギー、市民サー
ビスの最適化を目指したヒト・モノ・エネルギー及び情報の移動性（モビリティ）の
観察・解析・予測を行い、都市OSの実装に貢献する

目指すべき将来の姿との関係

a. 都市・交通: 交通流データ・GISデータの可視化による都市活動の観察・分析、
中心性解析に対する高性能ライブラリの構築と公開、b. エネルギー: 電力消費量
の予測に対する時系列モデリングの構築、c. 市民サービス: ネットワークフローを用
いた即時性の高い最速避難計画の構築

成果の概要

a. 高性能中心性解析: 効率的なアルゴリズム・実装・計算技術により既存と比べ
て数十倍の高速化を達成、b. 時系列モデリング: 会社・キャンパス・個人など様々
な時系列データを使った統計解析手法の開発と電力消費データを用いた検証は新
技術、c. 最速避難計画: 大規模避難計画(18.9万人)に対する総避難時間の
最小化と各時刻の避難完了者の最大化を達成

従来技術・競合技術との比較

・基礎～最先端の様々な数理的手法により、都市活動を汎用的かつ効果的にモデ
リングすることが可能

・手法に対して、理論的背景と実データに基づく実験結果の双方からの詳細な理解
を行うことにより、強固な手法の構築を行うことができる（入力データへのロバス
ト性を理論的に議論することが可能）

成果の特徴

・様々な実データから対象の都市活動を汎用的かつ効果的に把握・制御
− 最適制御のための地域特有の知見(土地勘・ノウハウ)の習得、時系列モデリ

ングを用いたエネルギー消費の予測と効率的な制御
・構築した可視化・解析ソフトウェアのオープンソース化
− 効率的な手法の公開によるプロジェクト内外の共進化を促進

社会的インパクト/経済的インパクト

■ 交通流の可視化・表現、渋滞・混雑予測、最適施設配置等の都市計画

■即時性の高い避難計画、堅牢なセキュリティ

■ 収集された大量のデータから電力消費量の予測を行う

c. 市民サービスの最適化

b. エネルギー消費量の予測・最適化

a. 都市・交通の最適化

軌跡データから混雑箇所を検出
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市民の社会参加促進のため、低環境負荷かつ費用効果的で、自家用車に過度
に依存しない都市に必要なスマート＆マルチモーダルモビリティ(SM3)システムの
構成要素(図１)の提案と実現のために、多次元大量データ分析による基盤構築
と多様な関連主体の協力による実証実験を通した実現性検証を行う。

拠点名 共進化社会システム創成拠点 中核機関 九州大学

スマート＆マルチモーダル・モビリティ(SM3)システムの社会実装に向けた基盤構築と実証実験
担当機関 横浜国立大学、計量計画研究所、パーク24、日産自動車、ナビタイムジャパン、西日本鉄道、ESRIジャパン、九大プラットフォームユニット

・都心地区内移動支援用３次元アプリの開発と実証実験。（図２）
・郊外地区道路の維持管理の効率的手法の提案と実証実験。（図３）
・郊外地区交通空白地域で軽自動車乗合輸送の提案と実証実験。（図４①）
・郊外地区での持続可能なシェアリングシステムの提案と実証実験。（図４②③）
・郊外地区交通結節点（ハブ空間）の設計提案と実証実験。（図４③）

・都心地区の道路および建物内動線と交通手段の統合的な３D可視化。
・カーシェア車載カメラ画像と機械学習機能を組合せ道路舗装劣化箇所抽出。
・狭隘道路の多い郊外地区対応の軽自動車活用乗合輸送の実証実験。
・自転車と自動車のシェアリング機能の一体化実験と市民受容可能性の検証。
・シェアリングシステム持続可能性強化のための利用料金動機付けの実証実験。

・移動支援アプリ開発で建物３Dデータと複数交通手段データの組合せを実現。
・軽自動車活用乗合輸送で高齢者外出促進可能性を実証。
・シェアリングシステムの進化（多手段、金額動機付け）を段階的に検証。

・アプリ活用による徒歩回遊促進で都心(中心市街地)活性化への道筋提示。
・郊外において、効率的な維持管理で安全になる道路を活用し、軽自動車乗合
やシェアリングを組み合わせるシステムで、郊外居住者の社会参加推進および、
システムの経済効率を向上させ、移動可能性の持続力を強化。

目指すべき将来の姿との関係

成果の概要

従来技術・競合技術との比較

成果の特徴

社会的インパクト／経済的インパクト

図３：機械学習による道路舗装劣化箇所抽出モデル

図４：シェアリング＆小型乗合システムの進化と実証実験

図１：SM3システムの基本構成

図２：都心移動支援アプリ用３次元基盤データ
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